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取扱説明書
この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本製品をご使用の前に、この説明書をよくお読みのうえ、ご使用ください。

セット内容

□ Bluetoothステレオオーディオミキサー ・・・・・・・・・１台

□ 充電用USBケーブル （Type-C⇔USB-A） ・・・・・・・１本

□ オーディオ接続ケーブル 1m （オス⇔オス） ・・・・・・・１本

□ オーディオ延長ケーブル 2m （オス⇔メス） ・・・・・・・１本

□ 取扱説明書 （本書） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１部

※接続機器のBluetoothの設定につきましては、各機器のメーカーにお問
い合わせください。
※ペアリングモード時に機器に接続しないまま放置すると、約5分後に本製
品の電源は自動的にOFFになります。
※ゲーム機器とのBluetooth接続には対応しておりません。

はじめて接続する場合

対応機種

※遊ばれるゲームソフトやPCの環境、スマートフォンの機種によっては、
本製品が正常に動作しない場合がございます。対応するすべての機器
およびゲームソフトで正常な動作を保証するものではありません。
※ゲーム機器本体のファームウェアの更新により、本製品がご使用いた
だけなくなる場合がございます。詳しくは弊社ウェブサイトをご確認く
ださい。

ゲーム機器

通話用端末

Switch（有機EL含む）／Switch Lite／
PS5、PS4用コントローラー

Bluetooth接続が可能なスマートフォンまたはPC

Switch/PS5/PS4用
Bluetooth®ステレオオーディオミキサー

●次に、遊ばれるゲーム機やお使いのヘッドセット／イヤホンを
本製品に接続します

・遊ばれるゲーム機器のオーディオ接続端子（3.5mm）と、
本製品の「3.5mm 3極オーディオ端子（ゲーム）」 を、付属の
「オーディオ接続ケーブル（オス⇔オス）」で接続します。

・付属の「オーディオ延長ケーブル（オス⇔メス）」を使れば、ケーブ
ル長を約2m延長できます。

・ヘッドセットやマイク付きイヤホンを、本製品の「3.5mm4極
オーディオ端子（イヤホン）」     に接続します。

●最後に正しく動作しているか、お試し下さい

・正しく接続された状態でゲームと通話アプリなどを同時に起動
すると、ゲームサウンドと通話音声が合わさった状態で、接続した
ヘッドセットやイヤホンから聞こえます。

・「ゲーム音量調整スライダー」   でゲームの音量を、「ボイス音量
調整ボタン」    で通話の音量を、個別に調整できます。

・ミュートスイッチ    を上方向にスライドするとマイクミュート状態
となり、こちらの音声が通話相手に聞こえなくなります。

充電方法について

付属の充電用USBケーブル（Type-C⇔USB-A）を
「USB Type-C充電用端子」    に接続し、
USBACアダプタなどで充電してください。

充電中はインジケーターランプが赤く点灯します。ペアリング状態の
時に充電を行うと、インジケーターは黄色に点灯します。

※充電用のACアダプタは別売となります。

各部の名称
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ゲーム音量調整スライダー1

ボイス音量調整ボタン2

インジケーターランプ4

ミュートスイッチ3

5

3.5mm 4極
オーディオ端子（イヤホン）

3.5mm 3極
オーディオ端子（ゲーム）

電源ON/OFF、
通話/終話ボタン

6

USB Type-C充電用端子

7

8

SASP-0667

Bluetooth接続時 青でゆっくりと点滅

ペアリング中 赤と青で点滅

充電中 赤で点灯

充電完了 青で点灯

充電しながらBluetooth接続
している場合 黄色で点灯

接続方法

※ゲームソフトによっては、本製品または同様の機能を持つオーディオミ
キサーを使わずにボイスチャットができる場合がございます。ご使用
前に遊ばれるゲームソフトのボイスチャット設定をよくご確認の上、ご
使用ください。

接 続 例

PS5コントローラー
本体

PS4コントローラー
本体

Switch/Switch Lite
本体

ヘッドセット マイク付き
イヤホン

※必要に応じて、
付属の延長ケーブルを
　ご使用ください。

インジケーターランプの表示
1m

2m

●本製品と、通話に用いるスマートフォン、またはPCを
Bluetoothで接続（ペアリング）します

①本製品の電源ON/OFF、通話/終話ボタン    （以下電源ボタン）を
長押しし、電源をONにします。

②インジケーターランプ  が赤と青に点滅し、ペアリングモードに
なります。

③接続するスマートフォンまたはPCのBluetooth接続設定から
「SASP-0667」を選択し、接続に成功するとペアリングが完了
します。

5

4

7

6

1
2

3電源ON Power on

電源OFF Power off

ペアリング接続 Your device is connected

ペアリング解除 Your device is disconnected

最大音量 Maximum volume

最小音量 Minimum volume

電池残量低下 Low battery

動作時の音声ガイダンス

PC

スマートフォン

Bluetooth®接続

有線接続

8

【充電時間】約2時間
【連続動作時間】約10時間

※使用状況により異なる

Bluetooth

Bluetooth

SASP-0667

デバイス

設定

Nintendo Switch Online、LINE、Discord、Skype
　※弊社で独自に検証を行ったものであり、すべての状況での動作を
　保証するものではありません。

動作確認済みのボイスチャットアプリ：

（裏面に続く） 

家庭用
AC100～240V
コンセント



Q. Bluetoothでの接続がうまくできない

A. 下記をお試し下さい。

　・スマートフォンのBluetooth接続がONになっていることをご
確認ください。

　・本製品の電源がONになっていることをご確認ください。本製
品の状態については、インジケーターの表示色をご確認くだ
さい。

　・接続しようとしている機器とは別の機器に既に接続されてい
る場合、そちらのペアリングを解除または削除してください。

　・接続端末のBluetoothを一度OFFにする、機器のペアリングを
一度削除するなどし、もう一度初めから接続し直してください。

Q. ボイスチャットができない（こちらの声が相手に聞こえない）

A. マイクミュートの状態を確認し、解除してください。接続したヘッ
ドセットやイヤホン、使用中の通話アプリにミュート機能があれ
ば、それのミュート設定もOFFにしてください。

Q. ゲームの音が聞こえない

A. 本製品のゲーム音量ボタンを調整して下さい。接続したヘッド
セットやイヤホンが音量調整可能なモデルであれば、そちら
も小さすぎないかご確認ください。

FAQ ～困った時にお試しいただきたいこと～

Q. ボイスチャット時に相手の声やゲームサウンドが聞こえにくくなる

A. 下記をお試し下さい。

　・本製品のゲーム音量調整スライダー、通話音量調整ボタンを
適切な音量に調整してください。

　・接続したヘッドセットまたはイヤホンに音量調整の機能があれ
ば、それを調整してください。

　・接続したゲーム機器に音量調整の機能があれば、それを調整
してください。

　・プレイしているゲームソフトに音量調整の機能があれば、それ
を調整してください。

その他、通話相手がお使いのマイクや接続機器、音量設定、周
囲の環境などにより、音声が聞こえにくい、正常にボイスチャッ
トができないなどの場合がございます。

Q. 会話音（ボイスチャット）にノイズが生じる

A. 下記をお試し下さい。

　・充電しながらボイスチャットを行うと、ノイズが生じる場合が
あります。またSwitch用ドックのUSBポートで充電しながら
ボイスチャットを行うと、ノイズが生じます。別の充電用ACア
ダプタに接続するか、充電を終えたあとに充電用ケーブルを
取り外し、ご使用ください。

　・通信環境や電波状況によって雑音が生じたり声がうまく伝わら
ないなどの障害が発生する可能性がございます。お使いの通
信機器、通信環境などをお確かめください。また通話アプリ
や端末を再起動することで、症状が改善される事があります。

　・各機器の音量設定を上げすぎると音声にノイズの混じる可能
性がございます。接続機器やゲーム内設定の音量調整などと
合わせ、適切な音量に調整すると、ノイズが軽減される場合
があります。

　・お使いのヘッドセットやマイクに何らかの問題がある場合、音
声にノイズが混じる可能性がございます。

　・各種ケーブルが各機器にきちんと刺さっているか、ご確認くだ
さい。

Q. ボイスチャットができない（相手の声が聞こえない）

A. 接続したスマートフォンやPCの音量をご確認ください。接続し
たヘッドセットやイヤホン、使用中の通話アプリに音量調整機
能があれば、そちらもご確認ください。
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一度接続した機器に再接続する場合

一度ペアリングが完了した機器が近くにある場合、電源ボタンを長押
しし本製品の電源をONにすることで、その機器と自動的にペアリン
グされます。

新たに別の機器に接続する場合

①接続済みのスマートフォンまたはPCのBluetooth設定から
「SASP-0667」の登録を解除、または削除してください。

②本製品の電源ボタンを長押しして電源をオンにします。

③インジケーターランプが赤と青に点滅し、ペアリングモードになり
ます。

④新たに接続するスマートフォンまたはPCのBluetooth接続設定か
ら「SASP-0667」を選択し、ペアリングしてください。

Switch/PS5/PS4用Bluetooth®ステレオオーディオミキサー

お買い上げ日より６ヶ月

販売店名

レシートなどをお貼りください

販売店住所　：　

販売店電話番号　：　　　  　　-　　　　　　-　　　　　　

お買い上げ日　 ：　　　　　  年　　　　月　　　　日

お客様ご住所　：　（〒 　　  　- 　　　　　）

お名前  　　　　　　　　　　　　　　                            　　　　  　様

品
名

型
番

保
証
期
間

お
客
様

販
売
店
様

保 証 規 定

保　証　書

SASP-0667

■本製品の保証期間は、お買い上げ日から６ヶ月間です。
■万一、期間内に故障した場合は、保証規定に従い無償修理または
　製品交換をさせていただきます。
■本製品の保証は日本国内においてのみ有効です。
■保証期間内でも次のような場合は保証対象外となります。

１）本保証書と、レシート（お買上げ日、購入店の確認ができる物）、
　  及び商品のご提示がない場合
２）お名前、ご住所、ご連絡先などの確認ができない場合
３）製品の分解や改造があった場合
４）落下・衝撃・水濡れなど、お客様の過失により生じた故障の場合
５）お客様の誤使用や不適切な扱いにより生じた故障の場合
６）火災、地震、落雷などの天災により生じた故障の場合
７）一般家庭用ではない業務用機器などに使用された場合
８）故障した製品を弊社で確認できない場合
９）故障の原因がお客様の接続機器である場合
１０）その他、弊社の判断において、故障と認められない場合・本製品はリチウムイオン電池を内蔵しており、一般廃棄物として処

理できません。

・リチウムイオン電池は、誤った取り扱いをすると発火する恐れがあ
ります。

・本製品を分解せず、リチウムイオン電池のリサイクルに出してくだ
さい。

・リサイクルに出す時は、電力を0％にしてください。

・廃棄する場合は、お住いの地域自治体の指示に従ってください。

廃棄およびリサイクル

■通信方式：Bluetooth Ver.5.0

■通信距離：Class2 最大約10m（使用環境により異なる）

■対応プロファイル：A2DP、HFP

■音声コーデック：SBC

■マルチペアリング：非対応

■内蔵電池：リチウムポリマーバッテリー（120mAh）

■充電時間：約2時間

■連続使用時間：約10時間（使用状況により異なる）

■動作環境：温度/湿度 5～35℃/20～80%RH（結露なきこと）

■製品寸法：W30×H70×D12mm（突起部分のぞく）

■製品重量：約20g（付属品のぞく）

■動作確認済みのボイスチャットアプリ：

　Nintendo Switch Online、LINE、Discord、Skype

※弊社で独自に検証を行ったものであり、すべての状況での動作を保証
するものではありません。

電源を切る

電源ボタンを長押ししてください。

使用上の注意

■本製品をご使用になる前に、各機器の動作保証に関する項目をお読み
ください。
■長時間続けて大音量でご使用になると、耳に悪影響を及ぼす場合がご
ざいます。
■異常な音がした場合は、使用を中止してください。
■機器に接続する際は、コネクタの形状をご確認ください。
■機器からの取り外しの際は、本製品の端子部分を持ってください。
■プラグ内部にホコリや異物が入らないようご注意ください。火災や事
故に繋がる恐れがございます。
■断線や接触不良などでケーブルが傷ついた場合は、すぐに使用を中止し
てください。
■無理な力での脱着や、過度に曲げる・引っ張るなどの取扱いはしない
でください。
■ケーブルを振り回す、首に巻き付けるなどの行為はしないでください。
■バッテリーは消耗部品です。使用環境や使用状況によりバッテリーの
性能が低下することがあります。予めご了承ください。
■本製品のバッテリーは交換できません。
■高温多湿・直射日光・火気のそばや、小さなお子様やペットの手の届く
場所には置かないでください。
■本製品は防水仕様ではありません。
■シンナー・ベンジン・アルコール類などで拭かないでください。
■本製品の分解・改造等は破損の原因となりますので、決してしないでく
ださい。
■本製品はイラストと異なる場合がございます。
■製造時期の違いにより、色や形状・仕様の異なる場合がございます。

Bluetooth接続の注意事項

■本製品と接続した機器の間に障害物がある、機器と離れすぎているな
ど、使用環境により音声が途切れる場合があります。
■接続した機器の通話アプリ以外のアプリがバックグラウンドで起動／待
機していると、Bluetoothの接続が不安定になる場合があります。
■接続した機器のWi-FiがONになっていると、Bluetoothの接続が不安
定になる場合があります。
■本製品のバッテリー残量が少ないと、Bluetoothの接続が不安定にな
る場合があります。
■本製品は、電波法技術基準に適合しています。

製品仕様

※Bluetooth®ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc.が所有
権を有します。株式会社アクラスは使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用して
います。その他、記載されている会社名及び商品名は各社の商標及び登録商標です。
※仕様及び外観は、改良のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
※画像はイメージです。

（表面からの続き） 


