
bgear-LSI100
フールデジタル 4D クッション
ビーツギア

この度は、フールデジタル 4D クッションビーツギア「bgear-LSI100」( 以下本製品 ) をお買
い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全に
お取扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の前によくご覧ください。読み終
わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。
※本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

対応デバイス・OS

BeatsGearは全てのデバイス又はアプリに対応しているわけではありません。
デバイスの機種や互換性、又はアプリによっては対応できない場合があります
のでご了承ください。
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取扱説明書

※イラストはイメージです
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警告

注意

安全上のご注意 必ずお守りください

誤った取り扱いをすると、
人が死亡または重傷など
を負う可能性が想定され
る内容を示します。

誤った取り扱いをすると、
人が傷害を負ったり、物
的損害※の発生が想定さ
れる内容を示します。

※ 物的損害とは、家屋、家財および家畜、ペットにかかわる
　 拡大損害を示します。

● ご使用になる前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
● ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や、他の人々
への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。
● 表示と意味は次のようになっています。

△は、注意（警告を含む）を示します。

🚫は、してはいけない「禁止」の内
容です。
●は、必ず実行していただく「強制」
の内容です。

警告
絶対に分解・修理・改造は行わない。
発火したり、異常作動をしてけがをするおそれが
あります。

本体・電源コード・プラグを水などの
液体につけたり、水をかけたりしない。
発火したり、異常作動をしてけがをするおそれが
あります。

電源プラグは根元まで確実に差し込む。
差し込みが不完全な場合、感電・発熱による火災
の原因になります。
● 傷んだプラグ・緩んだコンセントは使わない
でください。

定格15A以上のコンセントを単独で
使う。

製品を使用しない場合は、電源プラグ
をコンセントから抜く。
火災・感電・けがの原因になります。

火災や損傷の原因になります。

ぬれた手で、電源プラグの抜き差しは
しない。

電源コード・電源プラグを破損
するようなことはしない。

感電の恐れがあります。

傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、
無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重
い物を載せたり、束ねたりして使用しない。傷ん
だまま使うと、感電・ショート・火災の原因にな
ります。

電源コードを束ねたまま使用しない。
火災の原因になります。

電源コードや電源プラグが傷んだり、
コンセントの差し込みがゆるいとき
は使用しない。
感電・ショート・火災の原因になります。

子どもなど取扱いに不慣れな方だけ
に使わせない。
感電・けがの原因になります。

当社が推奨または販売していない付
属のアタッチメントを使用しない。
火災・感電・けがの原因になります。

電源プラグの埃などは定期的に取る。
プラグにほこりなどがたまると、湿気など
で絶縁不良となり、火災の原因になります。
● プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

本文中の絵表示の意味
図の中や近傍に具体的な指示／禁止内容が
表記されています。
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安全上のご注意 必ずお守りください

▶本製品の電源は直流（DC）12V です。 製
品パッケージに付属の電源アダプタを使用す
るか、12V 出力、1.5A 以上をサポートする
アダプタを使用してください。

▶車両シガージャック電源をご使用の場合、
出力電圧が 12V であるか必ず確認してくだ
さい。 24V 電源は使用できません。

警告

注意

使用前に、皮破れがないか確認してください。怪我や感電の恐れがあるため、どん
な小さな破れでも見つかった場合は使用しないでください。
・髪の毛などが巻き込まれ、事故やけがの原因になります。

医師からマッサージを禁じられている人は使用しないでください。
例：血栓（塞栓）症、重度の動脈瘤、急性静脈瘤、各種皮膚炎、皮膚感染症など
・事故や体調不良の原因になります。
自分で意思表示のできない方や身体の不自由な方には使用させないでください。
けがの原因になります。

次のような人は必ず医師とご相談の上ご使用ください。
・ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人
・悪性腫瘍のある人・心臓に障害のある人・温度感覚喪失が認められる人・妊娠初期の不安定期または
出産直後の人・背骨（脊椎）に異常のある人や曲がっている人・糖尿病などによる高度な末しょう（梢）
循環障害からくる知覚障害のある人・皮膚に創傷のある人・安静を必要としている人や体調がすぐれな
い人・骨粗しょう症の人、せきついの骨折、ねんざ、肉離れなど、急性［とう（疼）痛性］疾患の人
・体温 38℃以上（有熱期）の人例：急性炎症症状［けん（倦）怠感、悪寒、血圧変動など］の強い時期、
衰弱しているとき・その他、医療機関で治療中の人・けんしょう（腱鞘）炎の人

事故や健康を害するおそれがあります。

使用中身体に異常を感じたときはすぐに使用を中止し、医師に相談してください。
健康を害するおそれがあります。

幼児や小さいお子様に使用させたり、本体で遊ばせたり、上に乗せないでください。
使用前にカバーに破れが無いか確認し、破れがある場合使用を中止してください。
カバーを外した状態や、破れた状態で使用しないでください。
事故やけがの原因になります。
製品本来の用途以外に使用しないでください。
事故やけがの原因になります。
本体を布団やコタツの中に入れて使用しないでください。
事故・感電・低温やけどのおそれがあります。
使用中は眠らないでください。
無意識での使用は身体への異常やけがの原因になります。
故障を発見したときはすぐに使用を中止し電源を切ってください。
事故やけがの原因になります。
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安全上のご注意 必ずお守りください

▶電源アダプタの電源ケーブルを無理に曲げ
たり、引っ張ったり、押す力を加えないでく
ださい。 

▶電源アダプタをコンセントに接続するとき
は、必ず最後までしっかり差し込み、濡れた
手で電源アダプタに触れないでください。

▶本製品を任意に分解したり改造したりしな
いでください。 分解や改造によって生じる事
故や問題についてはいかなる責任を負わず、
改造された製品に対する AS も不可であるこ
とをご確認ください。

▶電源アダプタと電源ラインを任意に分解し
て改造しないでください。

▶本製品を使用しないときは、必ず電源ス
イッチを OFF 状態にしてください。

▶製品の正常な動作のために 0 度～ 40 度
以内の気温でご使用ください。

▶本製品は防水をサポートしていません。 ト
イレ、バスルームなど、湿気の多い場所で使
用または保管しないでください。

▶製品を敷いて座ったり、足で踏んだり、投
げたり落としたりするなど、無理な力を加え
ないでください。 製品内部の部品が損傷した
り故障の原因となります。

▶本製品が水や液体に濡れた場合は、直ちに
使用を中止し、アダプタプラグを抜いて電源
を遮断してください。そして製品を十分に乾
燥させてからご使用ください。

▶本製品は振動強度を強くセットした状態で
長時間使用すると、うつ病、頭痛などの身体
的副作用が発生するすることがあります。 必
ず本人に合った適切なビットパワーに設定し
てご使用ください。

▶本製品を長時間使用しない場合は、必ず電
源アダプタをコンセントから外して保管して
ください。

▶本製品の周囲に可燃性ガスや可燃性物質を
保管または使用しないでください。

▶本製品は直射日光を避け、ヒーターやス
トーブの近くで使用したり保管したりしない
でください。

注意

警告
本製品は振動強度を強くセットした状態で長時間使用しない
でください。必ず本人に合った適切なビートパワーに設定し
てご使用ください。
うつ病、頭痛などの身体的副作用が発生することがあります。

BeatsGear は全てのデバイス及びアプリに対応しているわけではありません。
互換性の問題で一部のアプリではビートや振動が出力されない場合があります
のでご了承ください。
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各部のなまえと機能

本体カバーのお手入れ方法

本体（カバー装着済み）

電源コントロール部
電源スイッチ
C-Type USB ソケット
電源プラグソケット
電源ランプ (LED)

高音振動部

低音振動部

専用 AC アダプタ DC 延長ケーブル 車用シガージャックアダプタ

① 電源プラグソケット
　 電源アダプタのプラグを接続します。
② PD 電源ソケット (C-Type USB)*
③ 電源ランプ
　 電源が入ると LED ランプがつきます。
④ 電源スイッチ
　 電源をオン / オフします。

＜電源コントロール部拡大画像＞

ONOFF

PD

DC12V

※電源アダプタの代わりに外付けバッテリーを使用できます。PD ソケット
に USB-C タイプで 12V をサポートする外部バッテリーを接続できます。
※PD アダプタは付属しておりません。

●製品表面が汚染れた場合は、ウェットティッシュや柔らかい濡れたタオルなどで拭いて
　ください。漂白剤や洗剤、シンナーなどの有機溶剤は絶対使用しないでください。
●ビーツギア本体のシェルは合成皮革を使用しています。革製品の性質上、縫い具合によ
　り製品の表面に若干のシワや屈曲が生じる場合がありますのでご了承ください。

※イラストはイメージです
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使用方法

ONOFF

PD

DC12V

1. コンセントを繋ぐ

ONOFF

PD

DC12V2. スイッチを入れる

3. ビーツギアアプリを開く

4. デバイスとビーツギア本体に接続

5. ４Dハプティックのエンタテインメントを楽しむ

音楽モード

映画モード

ゲームモード
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※ 低仕様デバイスの場合、CPU のパフォーマンスが不足するため、ビーツギア専用アプリがスムー
　ズに動作しなくなる可能性があります。
※ iOS の場合は、ビーツギアドングリ（別売）と BeatsgearDongle アプリを使用してください。
※ PC に Bluetooth 機能がない場合は、ビーツギアドングリを使用してください。

ビーツギア（BeatsGear）は、Android や Windows アプリと連動して動作するハプティック
VR デバイスです。 Android モバイルデバイスや Windows 10 の PC やノートパソコンで再生
されるサウンドをビーツギア専用アプリに組み込まれた高性能のアルゴリズムを使ってリアルタ
イムで分析し、最適な振動信号を作り出します。 生成された振動信号はブルートゥースを使って
ビーツギア本体に伝送され、内蔵された振動部を用いてビートを出力します。 音楽、映画鑑賞、
ゲームプレイの際にビーツギアを併用すると、サウンドを身体で体験することができ、よりリア
ルにコンテンツを楽しむことができます。

対応する OS とデバイス

オーディオ機器について

BeatsGear は以下のデバイスと OS に対応しています。

モバイルデバイス
Andriod 8.0（Oreo）以上のモバイルデバイスに対応します。

PC またはノートパソコン
Bluetooth をサポートする Windows 10 に対応します。

製品の概要

本製品がしっかり起動するためにはヘッドフォンなどのオーディオ機器は必ず Bluetooth の無
線機器を使用してください。デバイスの内蔵スピーカー、又は有線オーディオ機器（イヤホン /
ヘッドフォン / スピーカー）を使用すると、音質の劣化により振動感度が悪くなったり、振動が
出力されないことがあります。
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ビーツギアアプリは、ビーツギア本体をコントロールするための専用
アプリです。このアプリでは接続、モード変更、設定などでビーツギ
ア本体をコントロールします。
ビーツギアは Android と Windows のデバイスに対応します。

BeatsGear

専用アプリのダウンロード

本書ではビーツギアアプリを持って説明しますが iPhone 専用アプリ「ビーツギアドング
ル」の内容構成は「ビーツギア」アプリと同じです。

アプリの機能と内容構成は同じです。

ビーツギアドングルアプリは、ビーツギアドングリを介してビーツギ
ア本体をコントロールするためのアプリです。このアプリはビーツギ
アアプリ同様に接続、モード変更、設定などでビーツギア本体をコン
トロールします。
iPhone に対応します。iPad、MacBook などは iPhone のドングル
アプリでリモートコントロールできます。テレビやゲームモニターな
どのデバイスは外部モニター形式で接続して iPhone のドングルアプ
リでリモートコントロールできます。

iPhone に対応ビーツギアドングル

「ビーツギア」
を検索する

インストール

入手

Play ストア ビーツギア

ビーツギア

「ビーツギア」
を検索するApp Store Beatsgear

Dongle

Beatsgear
Dongle

Android と Windows に対応ビーツギア

※ドングリのイメージです



1. アプリをインス トール

2. アプリを許可

モバイルでの設定方法

デバイスの Bluetooth 機能を有効にし、「ビーツギア」アプリを起動します。次に、
以下の 2 つの権限要求について「アプリ使用中のみ許可」または「常に許可」を選択
してください。

●オーディオ録音：他のアプリから出力されるサウンドを分析してビートを生成する
ために使用
●位置情報：ビーツギア製品と接続するための Bluetooth サービスに使用

「BeatsGear」
を検索する

ビーツギアを
インストール ビーツギアPlay ストア ビーツギア

ビーツギアで
オーディオを録音する

許可しますか？

アプリ使用中のみ許可

許可

拒否

ビーツギアから
マイデバイスの位置への

アクセスを許可しますか？

アプリ使用中のみ許可

許可

拒否

Google Play ストア又は App Store で「BeatsGear」を検索します。
「ビーツギア」又は「ビーツギアドングル」をインストールします。

８
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ONOFF

PD

DC12V

3. チュートリアルを確認

次へ 次へ 次へ

現在使用しているアプリに適した
動作モードを選択してください。

自分に合ったビートパワーを
　設定できます。

次へ

音楽を鑑賞するときは、様々な
ビートリズムを体験してみてください。

はじめる

ビートパワー

ビート遅延時間

モバイルデバイス

ビートモード リズムモード

ビートスタイル

ビートリバーブ

オフ 弱く 強く

ノーマルモード

普通

変更モード

4. メイン画面を開く

電源アダプタをコンセントに接続し、DC コネクタを本体の DC コネクタソケッ
トに接続します。本製品を椅子やソファーに置いて楽な姿勢で背中を密着させて
座ります。

5. 本体のコンセントを繋ぐ
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ビーツギア接続

6. 本体の電源を入れる

7. アプリと本体が自動的に接続
ビーツギア本体とビーツギアアプリが Bluetooth 経由で自動的に接続され、画面の
接続アイコンがアクティブになるとビーツギア本体でウェルカム振動が鳴ります。

コンテンツアプリを実行し、音量を調整すると本製品本体で振動が出力されます。

振動が強すぎたり弱すぎたりする場合は、ビートギアアプリで「ビートパワー」を
適切に設定します。

アプリ画面上部の 3 つの動作モード（音楽 / ゲーム / 映画）の中から使用するモード
を選択し、ホーム画面に移動します。

ヘッドフォンなどのオーディオ機器は必ず Bluetooth の無線機器を使用してください。
デバイスの内蔵スピーカー、又は有線オーディオ機器（イヤホン / ヘッドフォン / スピー
カー）を使用すると、音質の劣化により振動感が悪くなったり、振動がが出力されないこ
とがあります。

接続前 接続中 接続完了
ウェルカム振動

ONOFF

PD

DC12V

100
ビートパワー

8. モードを選ぶ

10. ビートパワーを調整

9. コンテンツをプレイする
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1.BeatsGear HPを開く

Windows での設定方法

本製品は Windows 10 /Bluetooth 通信機能がある PC やノートパソコンに対応します。 
もし Bluetooth 通信機能がないデバイスの場合、別売品のビーツギアドングルを使って繋ぐ
ことができます。

http://www.beatsgear.com/us/index.html?ver=1.17

2. プログラムをダウンロード

3. インストール

4. アプリをダウンロード ②

①
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5. Setupファイルを実行
ダウンロードした BeatsGear_Setup.msi ファイルを実行してアプリをインストー
ルします。

6. ビーツギアアプリを起動

7. 本体のコンセントを繋ぐ

インストールが完了したら、PC の Bluetooth 機能を有効にしてビッツギアアプリ
を起動します。

ONOFF

PD

DC12V

電源アダプタをコンセントに接続し、DC コネクタを本体の DC コネクタソケッ
トに接続します。本製品を椅子やソファーに置いて楽な姿勢で背中を密着させて
座ります。
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なるべく「Windows Media Player」または「映画＆TV アプリ」を使用してください。

8. 本体の電源を入れる
ビーツギアの電源スイッチを ON します。

9. アプリと本体が自動的に接続
しばらくすると、ビーツギア本体とアプリが Bluetooth 経由で自動的に接続され、
接続完了になったらビーツギア本体でウェルカム振動がなりますます。

9. モードを選ぶ
アプリ画面左上のモードメニュー（音楽 / ゲーム / 映画）の中から使用したいモー
ドを選択します。

10. コンテンツアプリを実行
コンテンツアプリ（音楽、ゲーム、動画など）を実行して音量を適切に設定すると、
ビーツギア本体から音に合った振動が出力されます。

11. ビートパワーを調整
振動が強すぎたり弱すぎたりする場合は、アプリでビートパワーを調整します。

ONOFF

PD

DC12V

切断 接続中 接続完了
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音楽モード

映画モード

音楽鑑賞中に別の曲に切り替えた後、ビートやリズムが合わない場合は、リセッ
トボタンを選択し、手動でビートをリセットしてください。

映画モードでマスターボリュームが小さく設定されている場合、又はサウンド
サイズの小さいファイルの再生の場合には振動が小さくなります。
リセットボタンを選択してください。

全てのデバイス共通

リセットボタン

オーディオ機器

ヘッドフォンなどのオーディオ機器は必ず Bluetooth の無線機器を使用してください。
デバイスの内蔵スピーカー、又は有線オーディオ機器（イヤホン / ヘッドフォン / スピー
カー）を使用すると、音質の劣化により振動感が悪くなったり、振動がが出力されないこ
とがあります。

Bluetooth の無線機器を使う

Mobile
Windows
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ビーツギア本体は、ビーツギアアプリと Bluetooth を介してワイヤレスで接続されています。 
本製品に電源を入れてビーツギアアプリを実行すると、別途ペアリングプロセスや設定をする
必要なく自動的にビッツギア本体を検索して接続します。 接続が完了したら、本体からウェルカ
ム振動をならすことでお知らせます。 

アプリの接続アイコンをタッチ（クリック）して、接続を強制的に切断したり、接続すること
ができます。 接続アイコンが無効になっているか切断されている場合は、接続アイコンを選択し
て接続状態を切り替えてください。

ビーツギアアプリ 1 つに対してビッツギアを２機まで同時に接続できます。 
２機のビーツギア本体の電源を入れてから、ビッツギアアプリを起動すると、２機のビー
ツギア本体が順次接続されます。 ２人で一緒にビーツギアを使ってゲームや映画をご鑑賞
ください。

本体とアプリの接続

接続前 接続中 接続完了
ウェルカム振動

接続前 接続中 接続完了 ウェルカム振動

２機まで同時接続が可能

ビーツギア本体に電源を入れる アプリを起動 自動接続

モバイルでアプリを起動＞接続

Windows でアプリを起動＞接続

切断 接続中 接続完了

ビーツギア接続
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本製品は使用目的に応じて音楽、ゲーム、映画の 3 つの動作モードを提供します。 お使いのアプ
リに合った振動モードを選択してください。

ビーツギアは現在再生されている音楽をリアルタイムで分析してリズムを検出し、そのリズムに
合ったビートを振動で出力することで、使用者に新しい音楽鑑賞体験を提供します。 ビートのあ
るエキサイティングな音楽に、より雰囲気を伝える役割を果たします。

動作モードの設定

音楽モード

音楽モードのメニュー

Mobile リセットボタン

Windows

● ビーツギアは低音域のドラム音を利用してリズムを検出します。 そのため、曲に低音
　域のドラムビートがないと低音域の検出が難しくなり、実際の曲のリズムとビートが
　ずれる場　合があります。
● 曲を切り替えする際は、初期化する必要があります。初期化することによって曲の正
　確なリズムとビートをすばやく検出できます。 
● ビーツギアアプリでは、1 秒ほど音のない区間を新しい曲に切り替えたと認識し、自
　動的にビット検出部を初期化します。 
● 曲の間が 1 秒より短いとビット検出部の初期化ができなくなり、既存のリズムを維持
　します。 もしリズムを変えたい場合は、下図のようにリセットボタンを選択して手動
　でビート検出部を初期化することができます。

ビートモード：ノーマルモード、変更モード／オフ、弱く、普通、強く
リズムモード：検出されたリズム、ロック１、ロック２、ディスコ、ファンク、ソール、R&B、
シャッフル、ビギン、ボサノバ、ルンバ

音楽モードでは、ビートの特性を設定できます。 また、複数のリズムモードの中から好き
なリズムを複数選択し、選択したリズムのビートが周期的に繰り返されるように設定でき
ます。 そのためにはビートと音楽が一致するようにビート遅延時間を正確に設定する必要
があります。
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本製品は現在プレイ中のゲームや映画のサウンドをリアルタイムで分析し、それに適した振動を
出力します。使用者はゲームや映画のサウンドと振動を体で体験することができ、ゲームや映画
に対する臨場感と没入感をさらに高めることができます。 ゲーム / 映画モードの場合、それぞれ
4 つの振動テーマが選択できます。 お好みに合った振動テーマを選んでご鑑賞ください。

ゲームモード / 映画モード

● ゲームや動画ソースの変更、音量によって、振動が弱くなることがあります。 この場
　合は、ビートパワーのリセットボタンを一度タッチしてください。リセットすること
　によって、再生中のサウンドサイズに合わせて振動の強度が再調整されます。

● ゲームモードで、ゲームの効果音による振動と BGM（バックグラウンドミュージック）
　の振動が一緒になる場合があります。 BGM の振動を望まない場合は、プレイ中のゲー
　ムアプリのサウンド設定で BGM の音量を 50％程度に減らすことで、BGM の振動を
　減らすことができます。

ゲームモードの振動テーマーメニュー

アクション／ RPG、スポーツ、FPS、カジュアル

映画モードの振動テーマーメニュー

アクション、SF、スリラー、ドラマ

スマートデバイスでゲーム・映画を楽しむ場合は、Bluetooth オーディオ機器を使用して
ください。内蔵スピーカーや有線オーディオ機器を使うと振動が鳴らない場合があります。

Mobile
リセットボタン

Windows
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サウンドとビートが一致しない場合は、ビート遅延時間設定ボタンで設定を変更してみてくださ
い。 設定　　＞ビート遅延時間の設定＞PLAY（サンプルサウンド）      ボタン押して振動のビー
トとドラム音が一致するように調整してください。有線のオーディオ機器の場合は 0 に合わせ
る必要があり、Bluetooth オーディオ機器の場合は通常 3～13 の間の値があります。
一部の量のオーディオでは、20 以上の値を設定する必要があるかもしれません。

音声出力用に Bluetooth オーディオ機器（イヤホン / ヘッドフォン / スピーカー）を使用すると、
サウンドの伝送遅延によりサウンドとビートが一致しないことがあります。 この場合は、ビート
遅延時間の設定を調整してビートとサウンドを合わせてください。 

ビートの調整

PLAY

◉共通
●振動ビートがドラムサウンドより速い場合：　　ボタンを押してビート遅延時間を長くします。
●ドラム音が振動ビートより速い場合：　　ボタンを押してビート遅延時間を短くしてください。

Android・iPhone

ビート遅延時間の設定

＞　ビート遅延時間の設定　＞ PLAY
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ゲーム / 映画モードで、低音域の振動発生基準を上げ下げすることができます。 感度を下げると
低音域で振動がより頻繁に発生し、高くすると振動の発生頻度が減少します。高音域での振動
発生基準を上げ下げすることができます。 感度を下げると高音域で振動がより頻繁に発生し、高
くすると振動の発生頻度が減少します。

ビート遅延時間の設定値を変更すると、デバイスに変更値が自動的に保存されます。 次
回以降、改めてデバイスに接続されると、保存されたビート遅延値によってビート振動
がなります。ジャンルやリズムの変更で調整が必要な場合は改めて設定してください。

振動の感度を調整

Windows

Mobile Windows

ビート遅延時間の設定

PLAY

＞　ビート遅延時間の設定　＞ PLAY

＞ 振動感度調整（ゲーム / 映画モード） ＞低音域・高音域
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本製品は、Windows の基本プレーヤーである Media Player、又は映画や
TV アプリに最適化されています。 それ以外のプレイヤーで再生すると振動
のコンディションがよくないことがあります。

ムービープレーヤーの音量設定が小さすぎると、振動が出力されない場合が
あります。 プレーヤーの音量は 100％に設定し、パソコンのマスターボ
リュームを使って鑑賞に適した音量に設定してください。

PC で 4K 映像などの高解像度動画や高仕様ゲームをプレイする場合、CPU
使用率の増加により、ビーツギアアプリがスムーズに動作できず、本製品の
振動が正常に出力されないことがあります。

ノートパソコンをモバイルバッテリーに繋いで使う際には Windows が自動
的に CPU 性能を制限するため、ビーツギアが正常に動作しない場合があり
ます。なるべく電源アダプタでを接続した状態でご使用ください。

PC やノートパソコンの内蔵スピーカーを使用すると、音質の低下により振
動しなくなることがあります。必ず Bluetooth オーディオ機器（イヤホン
/ ヘッドフォン / スピーカー）を接続して使用してください。

※ビーツギアは Windows 10 の PC やノートパソコンに対応します。

イコライザー機能のある一部の音楽プレーヤーアプリでは、ビート検出
のパフォーマンスが低下することがあります。 ビート検出がうまくいか
ない場合は、他の音楽アプリを試してください。

本製品の機能を楽しむためには必ず Bluetooth オーディオ機器（イヤホ
ン / ヘッドフォン / スピーカー）を使用する必要があります。デバイス
の内蔵スピーカーや有線オーディオ機器を使用する場合は４D ハプ
ティックの機能が出力されませんのでご了承ください。

スマートデバイスのモデルによっては、音量設定を小さすぎると、ビー
ツギアから振動が正常に出力されないことがあります。 このような場合
はボリューム上げてください。 Bluetooth オーディオ機器を使用する場
合、Bluetooth の音量とスマートデバイスの音量が独立して調整されて
いる場合は、スマートデバイスの音量を最大にして、Bluetooth 機器の
音量ボタンで音量を適切に調整してください。

一部のデバイスでは、音楽モードでビート検出の機能が低下し、リズム
に合わない振動が発生することがあります。これは本製品の不具合では
なく、デバイスが低音サンプリングレートのみサポートする可能性があ
りますのでご了承ください。

モバイルアプリを使用する場合

PC アプリを使用する場合

対応しない
音楽アプリが
あります。

必ず Bluetooth
イヤホンを
使ってください。

音量の調整

対応できない
デバイスが
あります。

動画の再生

音量の調整

高解像度の動画

電源の接続

オーディオ機器
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電源のアダプタがコンセントにしっかりと差し込まれている
ことを確認してください。
アダプタの DC プラグがビーツギアのプラグソケットに正し
く接続されていることを確認してください。
ビーツギアの電源スイッチがオンになっていることを確認し
てください。

ビーツギアアプリの「接続アイコン」を選択してください。
ビーツギア本体の電源スイッチを予め入れ直してください。
ビーツギア本体とビーツギアアプリが正常に接続されると、
ビーツギア本体でウェルカム振動が鳴ります。

音楽モードで選択されていることを確認してください。
音楽のビートと振動が一致するようにビート遅延時間設定を
やり直してください。 (p.12-13)

上手くいかないと思ったら

電源コントロール部
の電源ランプが点灯
しない場合

ビーツギアアプリの
接続されない場合

振動が鳴らない、
または弱すぎる場合

●

●

●

デバイス本体の音量調整ボタンで音量を上げるか、使用
しているアプリの音量を上げてください。
ビーツギアアプリ＞設定＞振動感度調整を上げてくださ
い。
ビーツギアアプリのリセットボタンを＞選択してくださ
い。 （p.16）
一部のアプリでは、互換性の問題でビートや振動が出力
されない場合があります。 
モバイルデバイスでゲームアプリを使用する際には、デ
バイス内蔵スピーカーや有線オーディオ機器（イヤホン
/ ヘッドフォン / スピーカー）を使用すると振動が鳴りま
せん。 Bluetoothオーディオ機器（イヤホン/ヘッドフォ
ン/スピーカー）を使用してください。

「メディアプレーヤー」の音量を 100％に上げ、PC のマ
スターボリュームで音量を適切に設定してみてください。
ビーツギアアプリのリセットボタンを選択してみてくだ
さい。 (p.16)
ビーツギアアプリ＞設定＞振動感度調整を上げてくださ
い。

●

●

●

●

◉

モ
バ
イ
ル
ア
プ
リ

ア
プ
リ

P
C

●
●

音楽モードで
音楽リズムと振動が
うまく合わない場合

●
●
◉

●

●

●



無償修理規定

保　証　書
製 品 名
型　　名
保証期間
対象部分
ご購入日

ビーツギア（BeatsGear）
Bgear-LSI100
お買い上げの日より 1 年
本体
　　　　年　　　月　　　日

※ご購入明細書がない場合には宅配便の伝票などお買い上げ店が発行した書類を保管してください。

1）保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
　(a) 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
　(b) お買い上げ後の取り付け場所の移動、落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
　(c) 火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷。
　(d) 野外や車両、船舶等に搭載して使用された場合に生じた故障または損傷。
　(e) 一般家庭以外（別えば業務用など）で使用された場合の故障または損傷。
　(f) 本書およびお買い上げ明細書のご提示がない場合。
　(g) 表面的な損傷の場合。（かすり傷、へこみなどを含みます）
　(h) 高温多湿の場所など保存上の不備、経年劣化、自然消耗による瑕疵の場合。
2）保証期間内でも、修理品の送付に係る送料などの費用はお客様のご負担となります。
3）保証に関しては、お買い上げいただいたご本人様の申し出により有効となります。
4）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。
5）修理に際して再生部品、代替部品を使用する場合があります。また、修理ができない場合は同一商品もし
くは同等品の新品と交換対応させていただく場合があります。なお、修理により交換した部品お返しできません。
6）本書に基づく無料修理（製品交換を含みます）後の製品の保証期間については、当初ご購入時の保証期間
が適用されます。
7）故障によりお買い上げの製品を使用できなかったことによる損害については、補償いたしません。
8）本書およびお買い上げ明細書は原則として再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
9）本書は日本国内においてのみ有効です。

この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この
保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権
利を制限するものではありません。そのため、保証期間経過後の修理等のお問い合わせは、取扱説明書「ご相
談窓口」に記載の連絡先までご連絡ください。

保証期間内に取扱説明書や本体ラベル等の注意書きに従い、正常な状態で使
用して故障した場合に、本書記載内容に基づき無料修理致します。お買い上
げ明細書記載の日付から保証期間内に故障した場合は、商品と保証書をご用
意の上で、下記の連絡先までご依頼ください。

株式会社ユニシア 〒104-0041 東京都中央区新富 1-4-５
https://www.unisia.info/beatsgear
E-mail : unisiajapan@gmail.com 


