
VAVA Voom User Manual

VAVA

ようこそ
この度はVAVA VoomワイヤレススピーカーVA-SK001をお買い上げ頂き、まことにありがとうございます。取扱説明書を良く
お読みになり正しく安全にお使い頂きますようお願い申し上げます。

商品セット内容
商品開封時に付属品が揃っているかご確認ください。

ヒント
より良い音楽リスニング体験を得るため、スピーカーをご使用する前に満充電にしてください。

MicroUSBケーブル ステレオ3.5mm
オーディオケーブル

VAVA VOOM VA-SK001
ワイヤレススピーカー本体

15 V DCアダプター
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製品図
本体正面
① 電源インジケーター
② 電源ボタン
③ Bluetoothインジケーター 
④ Bluetoothボタン
⑤ ハンズフリーボタン
⑥ イコライザーボタン
⑦ NFC
⑧ 再生/一時停止ボタン
⑨ 音量-ボタン
⑩ 音量 + ボタン

本体背面  

① 3.5mmステレオミニジャック(オーディオ入力端子）
② DC5V(1A)出力端子
③ MicroUSB充電ポート
④ DCアダプター接続端子
 

①② ③④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

① ② ③ ④

AUX OUT DC 5V/1A DC 5V DC 15V

2）第1台デバイスをオフにして、本製品が自動的にペアリングモードに入ります。
3）第2台デバイスとペアリングします。
4）第1台デバイスのBluetooth機能をオンにして、本製品VAVA Voomを選択します。そうすると両デバイスは同時に本製品にペアリングされます。
5）2台デバイス間の切り替えは、1台デバイスの音声再生を停止し、もう一台デバイスを再生します。

イコライザーを設定する
本機は3種類のイコライザーボタンを押すことでプリセットしてあるイコライザーモードを切り替え
て色々な音楽を楽しむことが出来ます。
・ 標準モード: バランスの取れた音が楽しめます。（電源オン時には常に標準モードに設定されます）
・ パーティーモード:低音と高音が強調されパーティー場面に最適なモードです。
・ サラウンドモード:臨場感ある全方位での音楽が楽しめます。

NFC接続する
本機はNFCポートを標準装備しておりますのでワイヤレスでのペアリング接続よりも快適で正確に
スマートフォンとのBluetoothペアリングを完了することが出来ます。
1. スマートフォンのNFC機能を有効にします。
2. 本機のNFCポートにスマートフォンをかざします。

外部入力オーディオ(AUX)を利用する
本機には付属の3.5mmオーディオケーブルをご利用することでBluetoothに対応していない機器からの音楽再生にも対応しております。
【ご注意】本機にオーディオ外部入力(AUX)モードで接続した場合、Bluetooth接続が一時的に無効になり本機による電話着信応答等の機能がご利用にな
れませんので予めご了承ください。
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困った時は？
Q: Bluetooth接続の検索結果に本機が見つかりません？
A: 以下の点をご確認ください。
　・本機のBluetoothインジケーターが点滅しペアリングモードを確認してください。
　・本機と接続するスマートフォンがBluetooth通信範囲（約10m以内）に入っている事を確認してください。
Q: 音楽が途切れてしまうのですか？ 
A: Bluetooth通信は本機とスマートフォンの間に遮蔽物(コンクリートや電波を遮る物など)があると通信が出来なくなってしまいますので設置する場所を変
更してみてください。またBluetooth通信で使われる電波（2.4GHz帯）は電子レンジ、アマチュア無線、デジタルコードレス電話、無線LAN、ラジコン飛行機等
でも使われており、これらの機器の近くでは影響を受ける場合があります。
Q: 本機とのペアリング中にスマートフォンのメッセージに「接続に失敗しました」と表示される。
A: 次の点をご確認ください。
　・Bluetooth機器がA2DPプロファイルに対応しているかを確認します。
　・本機とスマートフォンのペアリング情報を消去し最初からやり直してみてください。
1. 本機のBluetoothボタンを約10秒間押し続けて記憶しているペアリング情報を消去します。
2. スマートフォンのBluetooth設定から本機を削除します。
3. 再度、スマートフォンにてBluetooth接続で検索します。

ご使用上の注意とお手入れ
お手入れについて
・長時間ご使用にならない場合でも半年に一回はリフレッシュの為に充電をお願いします。
・本機の電源をオフ状態にした後にDCアダプターをコンセントから抜いて完全に通電していない状態で行ってください。
・本体の汚れを拭き取るときは市販のクリーニングクロスもしくは乾いた布に水を付け固く絞った上で、こすらないように軽く拭き取ってください。

本体の操作方法

機能
電源ON

電源OFF

バッテリーチェック

再生/一時停止

ミュート 

着信応答

通話終了

着信拒否

リダイヤル

ボリューム調整

ボリューム調整

Bluetoothリセット

操作説明
電源ボタンを約2秒間押し続けます。

電源ボタンを約1秒間押し続けます。

電源ONした後に、再度電源ボタンを押すことでバッテリー残量を確認出来ます。

再生/一時停止ボタンを押してください。

外部入力(AUX)モードでは、再生/一時停止ボタンでミュート（消音）することが出来ます。

ハンズフリーボタンを押して通話を開始します

ハンズフリーボタンを押して通話を終了します。
ハンズフリーボタンを長押します。

ハンズフリーボタンを2回押すことでリダイヤルします。
＋で音量が上がります。

－で音量が下がります。

Bluetoothボタンを約2秒間を押すことによりペアリング登録情報が消去され音声アナウ
ンスが流れます。

ボタン
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・灯油、ガソリン、シンナー、アルコール、ベンジン等の石油系溶剤は本体を変色させ溶解させる可能性がありますのでご使用はご遠慮ください。
・台所回り・トイレ用洗剤、殺虫剤やヘアスプレーなども本体を傷め故障の原因となりますのでご使用なさらないようにお願い致します。

注意事項
・直射日光が直接当たる場所や高温多湿地域でのご使用はご遠慮ください。
・高温は内部の精密電子機器やバッテリーの寿命を短く致します。
・本製品を精密な電子機器で構成されておりますので分解は深刻な故障の原因となりますのでご遠慮ください。　　　　
・高所でのご利用は落下の可能性に注意し設置してください。落下は本機の内部回路破損の原因となります。 
・鋭利な刃物で表面をこすらないでください。
・本製品はリチウムバッテリーを内蔵していますので火の中に入れたりしないでください。爆発の危険があり大変危険です。
・本製品を廃棄する場合は各市町村の指示に従って適切に処理してください。

製品仕様 

電源オン/オフする
・電源ボタンを約2秒間押す事により電源インジケーターが点灯します。
・電源オフは約1秒間押し続ける事により電源がオフになります。

充電する
本機を充電するには2通りの方法があります。
• 付属のACアダプターを使用することを推奨します。
• 市販のUSB電源アダプターと本機をMicroUSBケーブルを使用します。   USB電源ア
ダプターは1A以上出力に対応している物をご用意ください

ペアリング履歴を削除

イコライザー

10秒間Bluetoothボタンを長押します。あるいはダブルビープ音が鳴るまでBluetooth
ボタンを押します。

イコライザーボタンを押すことで｢標準｣→｢パーティー｣→「サラウンド」の順でプリセ
ットされたイコライザーに変わり確認音が流れます。
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Bluetoothバージョン
対応プロファイル
オーディオコーデック
マイク

スピーカー

Bluetooth標準規格ver4.0+EDR(PowerClass2)
A2DP, AVRCP, HSP, HFP,ACC
Aptx
無指向性コンデンサーマイク
1×70 mmサブウーファー
2×40 mmトゥイーター
2×65 mmパッシブラジエーター



バッテリ残量指示LEDランプ

3LED点灯

2LED点灯

1LED点灯

約100～67%の範囲

約67～33%の範囲

約33～1%の範囲

【注意】 リビング等でご使用になる場合は付属のDCアダプターでご使用ください。電池
の残量が少なくなると本機はビープ音でお知らせします。

スマートフォンを充電する
本機には充電専用のMicroUSBポートを標準装備していますのでお使いのスマートフォン
などを接続し充電することが出来ます。
付属のMicroUSBケーブルを使用しスマートフォンを接続後、電源ボタンを押すことにより
充電が開始されます。

VAVAお客様カスタマーサポートセンター
本製品のご使用中にご不明な点、操作方法でご不明な点がございましたら電子メール：support.jp@vava.comまで送信していただければ24時間以内にご
回答致しております。もっと詳しい情報につきましては弊社公式ウェブサイトwww.vava.comにて公開しています。

お願い
当社はVAVA公式ウェブサイト及び販売の権限を授けられた販売業者によって購入された場合のみアフターサービスをご提供いたします。他の小売業者か
らご購入された商品の交換・返品・返金に関しましてはご購入先までお問い合わせください。あらかじめご了承の程お願い申し上げます。 
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通信距離
連続使用時間
充電時間
使用温度範囲
保管温度範囲
重量
サイズ

約3ft / 10m
約10 時間
約3時間(ACアダプター接続) / 約8時間(MicroUSB接続)
14 ~ 113 °F / - 10 ~45 °C
- 22 ~ 140 °F / - 30 ~ 60 °C
1.76 lb / 850 g 
3.9 x 2.1 x 9.4 in / 10 x 5.4 x 24 cm



VAVA Voom
Model: VA-SK001

E-mail: support.jp@vava.com

Bluetooth機器とのペアリング
本機はスマートフォン、タブレット端末とBluetooth接続することにより音楽を再生しますのでご使用前に
Bluetooth接続するためのペアリング（登録）が必要となりますので以下の手順をご参考に登録してください:
1. 電源ボタンを2秒間ほど長押しして本製品を起動します。
2. 本製品を起動したら、自動的にペアリングモードに入ります。（Bluetoothインジケーターが点滅します。）
3. スマートフォン、タブレット端末等のBluetooth機能を有効にします。
iPhoneの場合：設定 > 一般 > Bluetooth > オン
Androidの場合：設定 > Bluetooth > オン > デバイスのスキャン

4. 検索結果からVAVA VOOM VA-SK001を選択し接続をタップします。
5. Bluetooth接続が無事に完了後、Bluetoothインジケーターが白色に点灯します。
6. ペアリング時にPINコードが必要な場合は「0000」を入力してください。
・ 本製品とBluetooth接続する機器が10m以内にあることを確認してください。
・ 本製品の電源オンと同時に電源を切る前のBluetooth機器とペアリングします。

【注意】本製品は最後にペアリングしたデバイスを記憶します。次回ご利用する際に起動するだけ（マルチファンクションボタンを2秒間で押します。）自動的 
に最後に記憶されたデバイスとペアリングします。

デュアル・ペアリング
本製品は２台までのBluetooth対応デバイスと同時ペアリング可能です。
※２台のデバイスと同時にペアリングしていても、再生できるのは１台のみです。
２台デバイスと同時ペアリングされるとペアリングプロセスを経由せずにデバイスを切り替えることができます。
２台デバイスとペアリングするには：
1）「Bluetoothペアリング」手順を参考しながら、第1台デバイスをペアリングします 。
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FCC Compliance
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this 
device must withstand any interference received, including interference that may cause undesired operation.

204-520225

MADE IN CHINA

Bluetooth®のワードマークおよびロゴはBluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり 、Sunvalleytek International Inc.はこれらのマークおよびロゴをライセンスに基
づいて使用しています。その他の 商標およびトレードネームは、それぞれの所有者に帰属します。


