
BAGZ-Zeta
YAMASHIN

取扱説明書
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※ACアダプターは付属しません。

製品本体と付属品
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A：スピーカー

B：充電ケーブル（Type -C )

C : 3 . 5 c h  オーディオケーブル

D :取扱説明書（本書）
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基本機能
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時計回り------------BASS→ 強
反対に回転-------- BASS→ 弱

時計回り------------音 量→ 強
反対に回転-------- 音 量→ 弱

TWS接続オン／オフ

照明効果の切り替え

ブルートゥースの接続を切断します

一時停止／再生
（電話）出る／切る
長押し：着信拒否

長押し（２ー３秒）電源オン\オフ1

2
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電源ボタン　

BASS・コントロール

3 一時停止／再生ボタン

5 TWS接続ボタン

6 照明ボタン

音量ボタン

4 ブルートゥース
接続ボタン

｢BAGZ-Zeta｣起動後の初期照明状態は音の音量と同時にダイナ
ミックランプが点滅に光り、ボディーランプは常に光るモードに
なります。照明ボタンを押す順番でお好みのモードに切り替える
事ができます。
音と共にダイナミックランプ点滅点灯⇒ダイナミックランプ常に
オン⇒ダイナミックランプオフ⇒ダイナミックランプ+ボディーラ
ンプオフ⇒繰り返し

｢BAGZ-Zeta｣起動後、自動的にブルートゥースモードになっています。



ブルートゥース

My Device

BAGZ-Zeta

拒绝 接听

88888888888

操作マニュアル　①
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ブルートゥース接続が成功したら、スマートフォンで電話をかけると、スピーカーが自動的に
ブルートゥースハンズフリーモードに入ります。
着信があったら、「　」を押せば電話がつながります。
また、「　」を押すと通話を切ります。着信が来たら「　」を長押して電話が切れます。
スマートフォンブルートゥース接続完了後、｢BAGZ-Zeta｣は自動的にハンズフリーモードにな
り、電話着信が来たら（　　）ボタンを押せば、電話を受ける事が出来ます。再度（　　）ボタン
を押したら、電話を切る事が出来ます。
着信拒否の場合（　　）ボタンを長押しすれば、電話を切る事ができます。

1. 電源オン／オフ
「　  」の電源ボタンを、長押しする→「電源をオン」　再度長押し→「電源をオフ」　

2. ブルートゥースモード
｢BAGZ-Zeta｣起動時は、自動的にブルートゥースモードになっています。
（ブルートゥースランプが青に点滅）
スマートフォンのデバイスを開き、｢BAGZ-Zeta｣を検索して選択します。
接続が成功したら通知音がなり、ブルートゥースランプが青に点灯します。

3.ハンズフリー通話

一時停止／再生ボタン

電源ボタン

電源ボタン

コントロールランプ

スマートフォンなどの音量を最大に上げ、BAGZ-Zeta本体側で音量調節をする事で、ダイナミックランプが点滅をします。注
意



ブルートゥースランプ
（作業ランプ）

TWS

操作マニュアル　②
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4. ＴＷＳ（ 左右サウンドスピーカー ）

2台の｢BAGZ-Zeta｣を起動し、それぞれ（　　）ボタンを押して、作業ランプが白青
色ランプに交互に点滅します。時間が少々立ちますと、自動的に連動します。
接続完了後、左右サウンドスピーカーになり、作業ランプは青点滅と常に青点灯に
分かれます。
青ランプが点滅してる方は左サウンド、常に点灯してる方は右サウンドになります。

3.5 mmオーディオケーブルを「BAGZ-Zeta」のオーディオ入力口に差し込むと
製品は自動的にAUXモードに切り替わります。
コントロールランプは緑に変わり、スマートフォンやパソコンのイヤホンの出
力口に接続して、スマートフォンやコンピュータで音楽を再生できます。

コントロールランプ

5. AUXオーディオ入力

左チャンネル
（本体の青いランプが点滅します）

右チャンネル
（本体の青のランプが常に点灯します）

1.この機能は2台の「BAGZ-Zeta」が必要です。
2.TWSペアリング前に、スマートフォン等のブルートゥースを解除する必要があります。

注
意

3.5 mm
オーディオケーブル



コントロールランプ

※ACアダプターは付属しません。

｢BAGZ-Zeta｣起動後、ペアリング状態が10分間継続しスマートフォンに接続でき
なければ、自動的に電源を切るようになっております。再度起動する際は（　   ）を
2～3秒押してください。

操作マニュアル　③
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6. TYPE-C充電インターフェース

7. 省エネ節電

8. スピーカーの足の折りたたみ方

安全認証なしの電源アダプタは使用しないでください。
出力が5 V/2 A以上の電源アダプタで充電することを推奨します。
1、低電力の提示音が聞こえたら、早めにスピーカーに充電することを推奨します。
2、充電する時、作業コントロールランプは赤色になり、満タンになったら消えます。

足が縮む状態
（スピーカーが包装から取り出した状態）

足を開いた状態
（足を開けたらテーブルの上に穏やかに

置くことができます。）

充電ケーブル（Type-C)



ボディランプボディランプ
ダイナミックランプ

機能の指示
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コントロールランプ

低電力時は赤色が点滅し、低電力の警告音が鳴ります。

充電が10%以下の場合、本体は警告音が鳴り自動的に電源が切れます。

充電

AUX

TWS

低電力

低電力
シャットダウン

　電源オン

（ライト効果）

ブルートゥース

コントロールランプ

コントロールランプ

コントロールランプ

コントロールランプ

コントロールランプ

コントロールランプ

ダイナミックランプ

ボディランプ

起動は自動的にブルートゥースモードになります、
コントロールランプが青色に点滅（ブルートゥースデバイスを検索している状態）

ブルートゥース接続が成功したら。
コントロールランプ（青色）が点灯します。
ブルートゥースが範囲外になったら青灯は点滅になります。

TWSをオンにして、メインサブマシンの白色が点滅し、
ペアリングに成功したらTWSランプが常に点灯します。
本体の青色が点滅し、副マシンの青色が常に点灯します。

AUX線を挿しコントロールランプが緑色に点灯します。

充電中は赤色が点灯し、充電完了は消灯します。

常にON　（電源と連動します）

場　所 照明の状態

音楽を再生する時は音楽のリズムに合わせて点滅
します。※スマートフォンの音量を最大にしてください。



製品仕様

製品名

品　番

バッテリ容量

作動時間

充電時間

使用温度

実用最大出力

充電電流

サイズ

重　量

BAGZ-Zeta　バグズ-ジータ

4000mAh

約4～6時間（70%音量）

約 2～3時間

0～40℃

20 W中低音   10 W高音

5V/1.5A

204.6 x 174.7 x 208mm

960g±50
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メテオ オレンジ

ギャラクシー グリーン

R 218-446956

BG-ZO
BG-ZG



よくある質問

＊携帯電話、タブレットなどのブルートゥース対応機器は使用可能ですが、本『製品取扱説明書』
では「スマートフォン」に対して説明しています。

使用上の注意
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Q: どのような充電アダプターを使ってスピーカーに充電しますか？

Q: 再生中に断続的またはノイズが発生しました。

Q: スピーカーの電源を入れた後。なぜ自動的にシャットダウンしますか？

Q: スピーカーがペアリングされたスマートフォンに接続できません。

Q: ブルートゥース再生／AUX入力の優先再生順位

Q: スピーカーが正常に起動できません。

通常のUSB電源はスピーカーに充電できます。
5 V/2 Aまたは2 A以上の規格を使用することを推奨します。

遮蔽物がない環境でスマートフォンから約10 mの距離で正常に使えます。
スマートフォンとスピーカーが正常の距離を超えた場合、または、遮蔽物が
ある場合、再生が断続的になったり、ノイズが発生する恐れがあります。

10分以内にブルートゥース接続またはAUXモードがない場合、
30分以内に音楽再生がないと、消費電力が抑えるため、自動でシャットダウンします。

接続できない場合は、まずスピーカーをスマートフォンのブルートゥースデバ
イスリストから削除して、ブルートゥース解除ボタンを押して、スマートフォン
と再び接続します。

起動時はブルートゥースを優先しますが、AUXケーブルを挿入した状態では
AUX接続が優先され、ブルートゥース接続はされません。

電源ボタンを押してもスピーカーが正常に起動できない場合は、
充電器を差し込んで数分後に試してください。

1.長期間本機を使用しない場合は、リチウム電力の過剰消費と損傷を防止するために
、少なくとも一か月以内にこの機械を充電する事を推奨します。
2.使用温度0～40℃の環境で本機を使ってください。
濡れていたり、砂やほこりが付着した状態でご使用にならないでください。
3.使用中に本機が落下または硬いものと衝突しないようにしてください。
本機を破損または故障する恐れがあります。
4.本機を無断で分解や修理をしないでください。製品の損傷やケガの恐れがあります
。

A: 

A: 

A: 

A: 

A: 

A: 



メテオ オレンジ
ギャラクシー グリーン

保証規定

本製品は弊社の保証規定に基づき品質の保証を致します。

1.

2.

3.

4.

本製品が故障した場合はご納入日から
１年間無償修理を致します。
お買い上げ店または弊社営業所にお申し付け下さい。
修理の際は必ず本保証書を添付の上お申し付け下さい。
ご提示のない場合は本保証書の無償修理期間中でも
有償になります。
故障原因が次の場合は保証範囲外となり有償になります。
・使用法の誤りや、落下・衝撃などによる故障
・正規付属品以外のものを使用しての故障
・泥・砂・水かぶりなどによる故障
・火災、地変など天災による故障
・弊社以外での修理・改造、分解などによる故障
・保管上やお手入れの不備などによる故障
電池等の消耗品等の付帯品と
それらに起因する故障、損害については本保証書は
適用されません。

保　証　書

　　　　年　　　月　　日より1年間

製 品 名

品　　番

保証期間
ご納入日

BAGZ-Zeta　バグズ-ジータ
BG-ZO
BG-ZG




