
XY-7
ワイヤレスイヤホン

商品内容
ワイヤレスイヤホン

充電ケース

充電ケーブル

サイズ調整イヤーキャップ

説明書取扱説明書

製品仕様
モデル：XY-7
Bluetoothバージョン：V5.0
バッテリー容量：40mAh
充電バッテリー：400mAh
使用時間：3-5時間
充電時間：約2時間
スタンバイ時間：120時間
サポート契約：SBC、AAC FHSSサポート
                     APTXオーディオコードなし

取扱方法

1.ペアリング

2.電源オフ

Bluetoothによりワイヤレスステレオを実現し、片耳または両耳で

ご使用できます。

両耳イヤホンがペアリングしている時、片側のイヤホンをオフにす

ると、反対側は自動的にオフになります。

イヤホンが電源オン状態でデバイスにペアリングされていない場合、

5分後に自動的にオフになります。

赤と青のライトが交互に点滅するまで、タッチ位置を5秒長押しします。

携帯電話のBluetoothリストでBluetooth名[XY-7]を見つけてクリックし、

接続します。

接続に成功すると、LEDインジケータが消灯します。

左右のイヤホンのペアリング：左右のイヤホンが赤と青のライトを点灯し、

右を2回タップします、青色のライトがゆっくり点滅し、デバイス接続を

ONにします。

ペアリング後、2回目以降：タッチ位置を5秒間長押しすると、赤と青のラ

イトが交互に点滅し、自動的にペアリングされます。

3.電話
イヤホンがデバイスに接続されているとき、着信応答できます。

着信の際に、イヤホンが着信を通知します。

応答または電話を切る：イヤホンを短く押すと、応答する、または、電話

を切ります。着信を拒否する：イヤホンを長押しすると拒否します。 

発信通話の中断：イヤホンを短く押して通話を中断します。

4.音楽を聴く
イヤホンの電源が入っていてデバイスに接続している時に、音楽を聴くこと

ができます。

一時停止/再生：イヤホンを短く押すと、音楽を一時停止または再生します。

次の曲：右側のイヤホンをダブルクリックして、次の曲に進みます。

前の曲：左側のイヤホンをダブルクリックして、前の曲に移動します。

音量を上げる：左側のイヤホンを3回クリックして、音量を上げます。

音量を下げる：右側のイヤホンを3回クリックして、音量を下げます

siriを呼び出す：音声アシスタント（siri）を呼び出すには、3秒間

イヤフォンを長押しします。

赤いライトが3回点滅するまで、タッチ位置を5秒間長押しします。

注意事項
1. イヤホンは、乾燥した換気された環境で保管する必要があります。

製品の性能に影響を与える油、水、湿気、埃を避けてください。

2. イヤホンをきれいにするために、刺激、有機溶剤、またはこれらを

含むアイテムの使用を避ける。

3. イヤホンの使用は、説明書に従って正しく使用してください。

スムーズな接続を確保するために、イヤホンと10メートル以内にデバ

イスとの距離を保ってください。

4. 使用できない場合、また不具合がある場合、すみやかに販売店へご

連絡ください。ご自身で分解・修理するのは危険です。

5. イヤホンの充電については付属の充電ケーブルを使用してください。

6. 通常の使用を確保するために、十分な電力を確保してください。
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Products specification

Products use

Model : XY - 7
Bluetooth Version: V5.0
Battery capacity: 40mAh
Charging battery: 400mAh
Working time: 3-5 hours
Charging Time: about 2 hours
Standby time: 120 hours
Support Agreement: SBC, AAC FHSS Do no 
support APTX audio code

TWS Realize wireless stereo, separate left and right channels, Both the left 
and right ears have full Bluetooth functionality and can be used individually 
or in pairs.

Long press the touch position 5 seconds until the red and blue lights flashing
alternately.

Find the bluetooth name 【 XY-7 】on cell phone bluetooth list and click it to 
connect. If connected successfully, the LED indicator will be off.

when the earbuds pair with each other, turning off one side earbud, the other 
side will be off automatically.

If the earbuds are power on status and are not connected with the mobile 
phone, they will automatically turn off after 5 minutes.

Support answering the call when earbuds connect with cell phone. Support 
binaural call.

The earbuds will remind you a incoming call when the earbuds connect with 
your phone.

Answer or Hang UP: Short press the earbud to answer or hang up the call . 
Reject the call: Long press the earbud to reject.

Interrupt outgoing call: short press the earbud to interrupt the call when dialing 
the call.

Left and right earphones couplet method: the left and right earphones turn on  
red and blue lights, tap the right ear 2, the couplet success 2 headsets blue 
light flashes slowly, Waiting for the device to connect.

Using again for the same phone: Long press the touch position for 5 seconds 
until the red and blue lights flashing alternately, It will be automatically paired 
successfully.

1.Pairing 3.Call

Support listening to music when the earbuds are on and connect with your 
cell phone.

Pause/Play: Short press the earbud to pause  or  paly  the  music.

Next song: Double click the right side earbud to go to the next song.

Previous song: Double click the left side earbud to go to the previous song.

1. The earphones should be stored in a dry and ventilated environment,  to 
    avoid oil, water; moisture and dust affecting product performance. 
2. Avoid using stimulus, organic solvents or items containing these 
    ingredients to clean the earphones.
3. The use of earphones should be correctly as per the specification, pay 
    attention  to  use  the  influence  of  environment  on  the  earphones.   
    In order to ensure the smooth connection, it's recommended that the 
    distance between the earphones and phones with in 10 meters.
4. If the earphones failed to connect or with poor connection, pls do not take 
    apart the earphones  or  the  accessories  on  your  own. Otherwise,  
    no warranty. 
5. Regarding charging earphones. Pls use the standard usb cable or 
    pointed charging cable from our company to charge the earphones.     
6. In order to ensure normal use, please ensure sufficient power of the 
    earphones.

Volume Up: Clickthe leftside earbudfor three times toincrease the volume.
Volume Down: Clickthe right side earbudfor three times to reduce the volume. 
Call siri: Long press the earbuds for 3 seconds to call voice assistant (siri).

4.Listen to music

Long press the touch position for 5 seconds until the red lights flashing for 
three times.

2.Power OFF


