
Bluetooth Wireless Headphone System for TV
- Includes Matrix 3 Bluetooth Wireless Audio Transmitter and Headphones

日本語マニュアル

内容物

Connect
ブルートゥース
トランスミッター本体

3.5mm - RCA
変換アダプター

3.5mm ステレオ
オーディオケーブル

S/PDIF
デジタルケーブル

電源・充電用
Micro-USB ケーブル

（ｘ2 本）

Matrix3（aptX Low Latency 対応）

ワイヤレス HD ヘッドホン
※本パッケージに含まれるMatrix3 は ,
Matrix3 単体で販売されている物と仕様が異なります。



MATRIX3

1 Connect の電源を確保する
ワイヤレスヘッドホンを充電する

Connect の継続的な動作には電源が必要です。
テレビで使用する際はご利用のテレビ背面などに搭載されているUSB端子やお近くのパワードUSBポートへ
付属のMicro-USB ケーブルを刺してConnect と接続します。
※付属のMiacro-USB ケーブルは電源の確保及び充電の為のものです。データの通信には使用できません。

Matrix3 ワイヤレスHDヘッドホンは使用を開始する前に充電しておく必要があります。
付属のMicro-USB ケーブルをMatrix3 の充電用端子に刺し、パワードUSBポートと接続します。
約 2時間でフル充電が完了します。

約2時間



3 Connect と Matrix3 をペアリングする

Connect と Matrix3 は使用する前にペアリング（接続）をする必要があります。
両方を 10m 以内の距離内でペアリングモードにすることで、数秒でペアリングは完了します。

LEDが青色に点滅

Connect をペアリングモードにするには、横面に
ある A ボタンをタップします。
Connect 上面の MEE audio のロゴに対して右下に
ある LED インジケーターが青く点滅し Connect が
ペアリングモードになったことを知らせます。
接続するワイヤレス機器と Connect が 1m 以内の
距離にあり、互いに正しくペアリングモードになっ
ていればすみやかに機器同士が接続されます。

ペアリングモード。
ワイヤレス機器との接続待機状態です。

LEDが青色に点灯
コネクト状態。
ワイヤレス機器と接続されている状態です。

※ペアリングモードやペアリングの処理中、直後にはサウンドが途切れたり音量が小さくなったりする場合が
ありますが、その後の通常の使用には問題ありません。

4秒間長押し

Matrix3 をペアリングモードにするには
電源がはいっていない状態でマルチ
ファンクションボタンを約 4 秒間
長押しします。
ヘッドフォンから” レディー・
トゥ・ペア” と発音されればペア
リング待機状態になったことを
表します。Connect と Matrix3 がどち
らもペアリングモードであれば、数秒で
ペアリングされ、ヘッドホンから” コネクテッド” と発音されます



2 Connect の電源を入れる
ワイヤレスヘッドホンの電源を入れる

Connect の電源を入れます。
Connect には外出先など電源の確保が難しい場所でも使用できるよう内蔵バッテリーが搭載されていますが
通常のテレビ等のご家庭内での使用ではMicro-USB ケーブルにて常に電源を確保しながらご利用下さい。

Matrix3 ワイヤレスHDヘッドホンの電源ボタンを約 2秒間長押ししてヘッドホンの電源を入れます。
充電ができていない場合は前ページに戻り、Matrix3 を充電します。

A OFF ON A OFF

A
OFF

ON

2秒間長押し



4 オーディオソースを入力する

Connect の入力端子は 3.5mmステレオミニ端子と S/PDIF デジタル端子の 2つの入力に加えて、RCA（赤白）
からの 3.5mmステレオミニへの変換アダプターが同梱されています。
デジタル出力の付いたテレビやその他のオーディオ機器からの接続の場合は音質の面からもデジタルケーブルで
の接続を推奨します。

OPTICAL S/PDIF デジタルケーブルで音声信号を入力する
本パッケージに付属のデジタルケーブルを用意します。
ケーブルの端子の先端に付けられているプロテクトキャップを取り外します。

テレビ等の音声信号を出力する機器のデジタルオーディオ出力端子とConnect のデジタル端子を接続します。
ペアリングしたヘッドホンやスピーカーからテレビのサウンドが聴こえれば接続は完了です。

テレビやオーディオ機器によっては音声出力を選択する必要がある
場合があります。機器の出力設定を確認し、デジタル端子からの
オーディオ信号の出力が有効になっていることをご確認下さい。
詳細はご利用の機器のマニュアルをご参照下さい。

サウンドが正常に再生されない場合



4 オーディオソースを入力する

本パッケージに付属の 3.5mmステレオミニオーディオケーブルとRCAアダプターを用意します。
ステレオミニケーブルをConnect 本体とアダプターに接続し、RCAアダプターの赤色及び白色の各端子を
テレビ等の機器のオーディオ出力端子に接続します。
ペアリングしたヘッドホンやスピーカーからテレビのサウンドが聴こえれば接続は完了です。

テレビやオーディオ機器によっては音声出力を選択する必要がある
場合があります。機器の出力設定を確認し、RCA端子からの
オーディオ信号の出力が有効になっていることをご確認下さい。
詳細はご利用の機器のマニュアルをご参照下さい。

サウンドが正常に再生されない場合

RCA端子からのオーディオ信号を入力する



4 オーディオソースを入力する

本パッケージに付属の 3.5mmステレオミニオーディオケーブルをConnect とテレビなどの機器の
ヘッドホン端子に接続します。
ヘッドホン端子はテレビの場合、前面や横面、裏面などにある場合があります。

ヘッドホン端子からConnect へ音声信号を入力する場合は、
音質的な面からも機器（この場合テレビ）側の出力レベルを最大
にしてご利用下さい。
※テレビ搭載のスピーカーから大音量で音が再生されないよう
充分にご注意のうえ設定を行って下さい。

3.5mm（ヘッドホンジャック）からのオーディオ信号を入力する



5 音量を調節する
使用を終了・再開する

ボリュームのコントロールはMatrix3 ワイヤレスヘッドホンにて行います。
Connect 本体側に音量のコントロール機能は付いていません。

使用を終了する /使用を再開する
Connect と Matrix3 ワイヤレスHDヘッドホンの使用を終了する場合は、Matrix3 の電源を切ります。
Connect 本体の電源は切っても切らなくてもどちらでも構いません。
次回使用する場合は、一度ペアリングした機器であればConnect 本体と Bluetooth ワイヤレス機器の電源が
入った状態であれば自動的に再度ペアリングされます。
ペアリングの処理中やペアリング完了後にサウンドが正常に再生されるまで 60秒ほどかかる場合があります。

ボリュームアップ

ボリュームダウン

タップすることで
段階的に音量を下げます

タップすることで
段階的に音量を上げます

2秒間長押し



6 付属のMatrix3 以外のBluetooth
ヘッドホン /スピーカーをペアリングする

Connect は付属の Matrix3 ワイヤレス HD ヘッドホン以外にもお手持ちの Bluetooth ワイヤレス接続可能な
ヘッドホン / イヤホン / スピーカー機器をペアリングして使用することができます。

LEDが青色に点滅

Connect に搭載の A ボタンをタップします。
Connect 上面の MEE audio のロゴに対して右下にある LED インジケーターが青く点滅し Connect がペアリン
グモードになったことを知らせます。
接続するワイヤレス機器と Connect が 1m 以内の距離にあり、互いに正しくペアリングモードになっていれば
すみやかに機器同士が接続されます。

ペアリングモード。
ワイヤレス機器との接続待機状態です。

LEDが青色に点灯
コネクト状態。
ワイヤレス機器と接続されている状態です。

※ペアリングモードやペアリングの処理中、直後にはサウンドが途切れたり音量が小さくなったりする場合が
ありますが、その後の通常の使用には問題ありません。



7 2台目のBluetooth 機器を接続する

Connect は同時に２台の Bluetooth ワイヤレス機器を接続することが可能です。
2 台目の Bluetooth 機器をペアリングするには Connect 本体にある B ボタンをタップします。

LEDが青色に点滅

Connect 上面の MEE audio のロゴに対して左下にある LED インジケーターが青く点滅し Connect がペアリン
グモードになったことを知らせます。
接続するワイヤレス機器と Connect が 1m 以内の距離にあり、互いに正しくペアリングモードになっていれば
すみやかに機器同士が接続されます。

ペアリングモード。
ワイヤレス機器との接続待機状態です。

LEDが青色に点灯
コネクト状態。
ワイヤレス機器と接続されている状態です。



8 Matrix3 ワイヤレスHDヘッドホンの
操作、ペアリング設定

本パッケージに含まれる Matrix3 ワイヤレス HD ヘッドホンは Connect 以外の Bluetooth トランスミッターや
スマートフォンなどの Bluetooth 接続可能なデバイスとペアリングして使用することができます。
Connect のファクトリーリセットを行った場合にも本項を参照のうえペアリング設定を行ってご利用下さい。

Matrix3 をペアリングモードにする
Matrix3 をペアリングモードにするには電源がオフの状態で電源ボタンを約 4 秒間長押しします。
ヘッドホンから” レディー・トゥ・ペア  ” と 発音され、ステータスインジケーター LED が赤と青に交互に
点灯すればペアリングモード（待機状態）になった状態です。
Connect との使用の場合は Connect 本体の電源が入っており、かつペアリングモード（LED が青色に点滅）で
あれば数秒でペアリングが完了し、ヘッドホンから ” コネクテッド ” と発音されます。

Connect 以外のBluetooth デバイスでMatrix3 を使用する
スマートフォンなどの Bluetooth 対応デバイスの Bluetooth 設定画面を開き、Bluetooth 接続をオンにします。
Matrix3 をペアリングモードにし、接続する機器欄に表示される「MEE audio Matrix3-LL」を選択します。
デバイスから接続パスワードを求められた場合は【0000】を入力します。
接続されると LED インジケーターが青色に数回点滅し、ヘッドホンから ” コネクテッド ” と発音されます。

- 着信コールをミュート

 
4秒間長押し

タップ

タップ
2秒間長押し

タップ

1秒間長押し
2度タップ

      

- 電源オン/オフ
- 再生/停止（メディアの再生時）

- 着信に出る
- 着信を拒否する
- 通話を終了する（通話中）

- Siri/ボイスコマンドをオンにする
- リダイヤル
      

ボリュームダウン/前の曲へ戻る (       ) 

マルチファンクションボタン (         ) 

タップ
3秒間長押し

 
    

- ボリュームアップ
- 次のトラックへ
 
    

ボリュームアップ/次の曲へ送る (       )

タップ
3秒間長押し

- ボリュームダウン
- 前のトラックへ

Matrix3 のコントロール

2つ同時に
1秒間長押し

※Connect との使用時に使用できる機能はボリュームのコントロールのみです。
※通話に関する操作は iphone などのスマートフォンとの接続時間の機能です。
※ボイスコマンドなど、接続するデバイスによって全ての機能を使用できない場合があります。



Connect には Micro-USB 端子横にある電源（充電）インジケーターと、本体上面の MEE audio のロゴの
左右の下に 2 つのインジケーターが搭載されています。

ファクトリーリセットを行うことで Connect を工場出荷時の状態にリセットすることができます。
ペアリングがうまくできなくなったり動作が不安定になった際にはファクトリーリセットをお試し下さい。

・ファクトリーリセット手順
Connect の電源をいれ、A のボタンを 5 秒間長押しします。
青く点滅していた LED が消灯すればファクトリーリセットは完了です。
これまでにペアリングした全ての機器の情報がリセットされますので、再度手順 2 のペアリングから設定
を行ってご利用下さい。

Connect の LEDインジケーターの挙動と状態

USB ケーブルが接続中に緑色に点灯
USB ケーブルが接続中に緑色にゆっくり点滅
USB ケーブルが接続されておらず、緑色に点灯
USB ケーブルが接続されておらず、早く点滅

Connect の内蔵バッテリーがフル充電された状態
Connect の内蔵バッテリーが充電中
Connect が内蔵バッテリーで動作中
内蔵バッテリーの残りが少ない状態

バッテリー LEDインジケーター

青色に点滅
1 つ LED が青色に点灯
2 つ LED が青色に点灯

ペアリングモード
1 台の Bluetooth 機器が接続の状態
2 台の Bluetooth 機器が接続の状態

ペアリング LEDインジケーター（A,B）

ファクトリーリセット

B



修理 ,交換について

ご購入いただいた製品に不具合や故障があった場合には、以下の手順で修理をご依頼ください。

■販売店様よりご購入いただいた場合
ご購入いただいた販売店様まで直接修理のお申込み手続きを行ってください。

【保証期間内の修理】
製品に付属している製品保証書に必要事項をご記入の上、ご購入された販売店様までお持ち込みください。
※製品シリアルナンバー、ご購入店印、ご購入日の記載が無いものは無効とさせていただきます。

※本サポートの対象は正規輸入品のみとさせて頂きます。並行輸入品はサポート対象外となります。
　 予めご了承下さい

■M.I.D. オンラインショップよりご購入いただいた場合
代理店直営ウェブショップ 「M.I.D. Online Shop」にてご購入いただいた製品の修理をご希望される場合は、
以下の内容をご了承いただいた上、弊社にご依頼いただくか、お近くの販売店様までお持ち込みください。

【M.I.D. へ修理を依頼する場合】
修理品の受渡し方法 宅急便 （弊社へお送りいただく際の配送料はお客様ご負担となります）
代金のお支払い方法 銀行振込 / 代金引換
※お振込み手数料、代引き手数料はお客様ご負担となります
　　　　　
1 ） 弊社ウェブサイトの「問合せフォーム」より必要事項をご記入の上、修理依頼のご連絡をください。
保証書の有無・症状・修理希望箇所などをご記入ください
2 ） 弊社よりお送り先のご案内を差し上げます。修理内容をご明記の上、修理品をお送りください。

　　　【保証期間内の修理】
製品に付属している製品保証書に必要事項をご記入の上、ご購入された販売店様までお持ち込みください。
※ご購入店印、ご購入日の記載が無いものは無効とさせていただきます。








