
MPOW EG9
GAMING HEADSET
SURROUND SOUND

MODEL : BH376A
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EN
1. Adjustable headband
2. Flip-Up MIC
3. Earcup
4. LED light
5. 3.5 mm audio connector
6. USB connector (only forpower supply)
7. Microphone switch
8. Volume control 

IT JP
1. Fascia Telescopica
2. Microfono Mobile
3. Padiglione
4. luce LED
5. 3.5 mm Connettore Audio
6. Connettore USB (Solo per LED)
7. Interruttore di Microfono
8. Controllo di Volume

1. 自動調整ヘッドバンド
2. 360度調整可能ノイズキャンセルマイク
3. イヤーカップ
4. LEDライト
5. 3.5mm ヘッドフォン端子
6. USB端子（LED ライト電源供給のみ）
7. マイクミュートスイッチ
8. 音量スイッチ

FR
1. Bandeau télescopique
2. Microphone mobile
3. Coussin
4. Lumière LED
5. Connecteur audio 3.5 mm
6. Connecteur USB （Seulement pour   
    la lumière LED）
7. Commutateur de microphone
8. Contrôle du volume

DE
1. Verstellbarer Kopfbügel
2. Mikrofon
3. Abdeckung
4. LED-Licht
5. 3.5mm-Anschluss 
6. USB-Anschluss（Nur für Aufladen LED）
7. Mikrofonschalter
8. Lautstärkeregler

ES
1. Diadema Telescópica
2. Micrófono Movible
3. Orejeras
4. Luz LED
5. Conector de Audio de 3,5 mm 
6. Conector USB (Solo para luz LED)
7. Interruptor de Micrófono
8. Control del Volumen



Compatible Devices/Kompatible Geräte/
Appareils Compatibles/Dispositivos 
Compatibles/Dispositivi Compatibili/
対応機器

PC/PS4/PS4 PRO/PS4 SLIM/MAC OS/Xbox one/Xbox One X

Operation Guides/Anleitung zur Verwendung/
Guides d'Opération/Guías de Operación/
Guida Operativa/パソコンのセットアップ 
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4

PC Setting (Connect the headset to your computer via a 3.5 mm stereo 
female to 2 male Aux cable)

1

IMac / Macbook Pro Setting (Connect the headset to the audio port of 
MAC computer)

2

PS4 Setting (Connect the headset to the audio port of PS4. PS4 setting 
procedure: 1.Enter setting – 2.Nearby devices – 3.Audio device – 4.Set 
output and input device to “headphone connected to the controller”- 
5.Output to headphone – 6.All audio 

3

Xbox Setting (Connect the headset to the audio port of the Xbox. The 
audio adapter needs an extra purchase).
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PC-Einstellungen (Verbinden Sie das Headset mit die 2-in-1 Audiokabeln 
mit einem PC)..

1

IMac / Macbook Pro-Einstellungen (Anschließen das Headset an das 
Audio-Interface des MAC-Computers).

2

PS4-Einstellung (Schließen Sie den Kopfhörer an das Audio-Interface des 
PS4-Gamepads an.
Einstellung auf dan PS4-System. 1. Geben Sie die Einstellung ein - 
2. Peripheriegerät - 3. Audiogerät - 4. Wählen Sie als Eingangsgerät 
"Kopfhörergruppe an den Controller angeschlossen" "-5. Ausgabe an 
Kopfhörer-5. Alle Audiodaten).

3

Xbox-Einstellungen (Verbinden Sie den Kopfhörer mit dem Audio-Inter-
face des Xbox Gamepad, der Audio-Adapter muss separat erworben 
werden) .

4

Configuration PC (connectez le casque à votre ordinateur via un câble 
auxiliaire stéréo de 3.5 mm femelle à 2 hommes)

1

Configuration IMac / Macbook Pro (connectez le casque au port audio de 
l'ordinateur MAC)

2

Réglage PS4 (Connectez le casque au port audio de la PS4. Procédure de 
réglage de la PS4: 
1.Paramétrage en entrée - 2.Périphériques à proximité - 3.Périphérique 
audio - 4.Placez le périphérique d'entrée et de sortie sur «le casque 
connecté au contrôleur» - 5. Sortie vers le casque - 6.Tous les fichiers 
audio)

3

Paramètre Xbox (connectez le casque au port audio de la Xbox. 
L’adaptateur audio nécessite un achat supplémentaire, qui n’est pas 
inclus dans le produit).
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Configuración de PC (Conecte el auricular a su computadora mediante 
un cable estéreo hembra de 3,5 mm a 2 auxiliares macho).

1

Configuración de IMac / Macbook Pro (Conecte el auricular al puerto de 
audio de la computadora MAC).

2

Configuración de PS4 (Conecte el auricular al puerto de audio de PS4. 
Procedimiento de configuración de PS4: 1.Introduzca la configuración - 
2.Dispositivos cercanos - 3. Dispositivo de audio - 4.Ajuste la salida y el 
dispositivo de entrada a "auriculares conectados al controlador" 5. Salida a 
los auriculares - 6. Todo el audio.

3

Configuración de Xbox (Conecte los auriculares al puerto de audio de la 
Xbox. El adaptador de audio necesita una compra adicional).

4

impostazione PC (collegare l'auricolare al computer tramite una femmina 
stereo da 3,5 mm a 2 maschio aux Cable).

1

Impostazione di IMac/MacBook Pro (Collegare le cu�e gaming alla porta 
audio di computer MAC).

2

Impostazione PS4 (collegare le cu�e gaming alla porta audio di PS4. 
Procedura di impostazione PS4:1. Entrare l'impostazione – 2. Dispositivi 
Vicini – 3. Dispositivo Audio – 4. Impostare dispositivo dell'uscita e 
delll’entrata su "cu�a collegata al controller"-5. Uscita in cu�e – 6. tutte le 
audio.

3

Impostazione Xbox (Collegare le cu�e gaming alla porta audio dell'Xbox. 
L'adattatore audio necessita di un acquisto supplementare).
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使用上の注意

1

1. コンソール/パソコン用 ケーブルをパソコン用 スプリッタに接続します
2. パソコン用スプリッタをパソコンのヘッドフォンポートとマイクポートに接続します。

スプリッタの使用

USBケーブルでパソコンに接続します。
IMac/Macbook Proのセットアップ（パソコン モード）2

1. [設定]を開きます
2. [サウンドと画面]を選択します
3. [オーディオ出力設定] を選択します
4. [ヘッドフォンへの出力]を[すべての音声]に設定します

PlayStationのセットアップ（設定）3

3.5mmケーブルを使ってヘッドセットをコンソールのコントローラに接続します。
※Xbox Oneには、Xbox Oneヘッドセットアダプター（別売）が必要な場合があります。

● ヘッドホンやマイクのスポンジ部分は長期間の使用、保存によって劣化する恐れがあり
ます。また、指で 引っ張ったり、先の尖ったもので触れないでください。破れる恐れがあり
ます。

● マイクアームの根元部分を回転させるときは、過剰な力を加えないでください。また、マ
イクの先端を回転させないでください。破損や断線の恐れがあります。

● ケーブルやプラグに無理な力を加えないでください。破損や断線の恐れがあります。

● はじめから音量を上げすぎないでください。最大音量になっていると突然大きな音が出
て聴力を損なう恐れがあります。

● ご使用になるときは、音量を大きくしすぎないように注意してください。耳を刺激するよ
うな大きな音量で長時間連続して聞くと聴力を損なう恐れがあります。

● イヤーパッドなど直接耳や肌に触れる部分に異常を感じた場合は、直ちに使用を中止し
てください。そのまま使用を続けると、炎症やかぶれなどの原因になることがあります。

● Xbox OneおよびPlayStation 4は、アナログ ケーブルを介し、ステレオ モードでのみ動作
します。 一部のXbox Oneコントローラーでは、Xbox Oneステレオ ヘッドセット アダプタ
ー (別売）が必要になる場合があります。

コンソールのセットアップ： XBOX ONE™、PS4™またはSWITCH™4



ヒント
※ 自作パソコンおよびOSの個人でのアップグレード、マルチブート環境での動作保証はい 
たしません。

※ ボタンを押した際に、多少雑音(「パチッ」という音)がヘッドホンから聞こえてくる場合が
ありますが異常ではございません。

※ 再起動を要求される場合は再起動してください。

困ったときは

A1) 本製品を接続する際にはパソコン本体のUSBポートに直接接続するか、ACア
ダプタ 付きの USBハブ(セルフパワードハブ)に接続してください。キーボードや液
晶モニタのUSBポートでは使用できない場合があります。

Q1) USBハブに接続できますか？

A2) パソコンの設定で優先されるスピーカーに「パソコン本体のスピーカー」が
設定され、マイクについても別のデバイスが設定されています。

Q2) 本製品を接続しているのにヘッドホンから音が出ずに「パソコン
       本体のスピーカー」から音が出る。または、音声入力ができない。

A3) パソコンの設定で優先されるスピーカーを「パソコン本体のスピーカー」に設
定してく ださい。または、本製品をパソコンから抜いてください。自動的に切替
わります。

※アプリケーションを作動中にコネクタを差し替えた場合、すぐに認識しない 
ことがあります。

一度アプリケーションを終了し再度起動してください。

Q3) 本製品を接続したままパソコンのスピーカーで音楽を聴こうと
       するとヘッドホンから音が出る。

A4) パソコンの設定で優先されるスピーカーを「パソコン本体のスピーカー」に設
定します。また、Skypeの「ツール」→「設定」→「オーディオ設定」→「スピーカー」を
「Lync USBHeadset」に設定します。

Q4) Skype通話の音声は本製品から、音楽はパソコン本体のスピー
       カーから再生させたい。



保証書とアフターサービス

所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
保証期間は、お買い上げ日より12ヶ月間です。

※ご注文番号が保証書代わりとなります。

調子が悪いときはまずチェックを
このヘルプガイド、および取扱説明書、使用上のご注意／主な仕様をもう一度ご覧に
なってお調べください。

それでも具合の悪いときは
内部を開けずに、topyojp11@gmail.comまでご連絡ください。

保証期間中の修理は
保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。 詳しくは保証書をご覧くださ
い。

保証期間経過後の修理は
修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

部品の保有期間について
ゲーミングヘッドセットの補修用部品を製造終了後12ヶ月間保有しています。ただし、
故障の状況その他の事情により、修理に代えて製品交換をする場合がありますのでご
了承ください。

お問い合わせ
www.xmpow.com 
support@xmpow.com
topyojp11@gmail.com

アフターサービス

保証書

A5) パソコンの種類や初期設定によってはマイクの音量が小さい場合があります。 
その場合は、マイクの音量調整と「AGC」の設定をしてください。

Q5)マイクの音量が小さい。



Operation is subject to the following two conditions: 
(1) This device may not cause harmful interference, and 

(2) This device must accept any interference received, including interference 
      that may cause undesired operation.

Note:
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a 
Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are 
designed to provide reasonable protection against harmful interference in a 
residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio 
frequency energy and, if not installed and used in accordance with the 
instructions, may cause harmful interference to radio communications. 
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular 
installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or 
television reception, which can be determined by turning the equipment off 
and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or 
more of the following measures:

FCC Statement

Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and receiver.
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to 
which the receiver is connected.
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.


