
取扱説明書
スマホ用カラオケマイク

本製品は、スマートフォン/タブレットとBluetooth®で接

続して使用するカラオケマイクです。スマートフォン/タブ

レットで再生した曲が、カラオケマイクのスピーカー部か

ら出力されます。また、マイク部に向かって発声すること

で、スピーカー部から曲と同時に声が出力されます。

各部の名前と機能 スマートフォン/タブレットとB lue t o o t h®でつなぐ方法
マイク

スピーカー

Bass
マイクの低音度
（Bass)調整がおこな
えます。上げる（+）と、
歌声の低音が出るよ
うになります。

Music
曲の音量を調整しま
す。

電源ボタン
約2秒間、長押しして電
源をオン/オフします。
※ 電源オン時、点灯します。

MIC+ ・ MIC-
マイクの音量を調整
します。

Treble
マイクの高音度
（Treble)調整がおこ
なえます。上げる（+）
と、明るい歌声にな
ります。

Echo
マイクのエコーを調
整します。

VOCAL
（ボーカルキャンセラー）

押すと、曲から歌声を
消すことができます。
もう一度押すと元に
戻ります。
※ 曲によっては歌声が消
えない場合があります。

前へ・再生/一時停止・次へ

ステレオミニ
ジャック（3.5mm）
イヤホンやヘッドホ
ンを接続して使用で
きます。

USB Micro B
添付の充電ケーブル
をつなぎ、本製品の
充電をおこないます。
また、添付の有線接
続用ケーブルでス
マートフォン/タブ
レットとつなぐことも
できます。

▼底面図

基本的な操作の流れ

内容物の確認 充電方法

1 電源を入れる
電源ボタンを約2秒間、長押しして電源をオンにします。
※電源ボタンが点灯します。

４電源を切る
電源ボタンを約2秒間、長押しして電源をオフにします。
※電源ボタンが消灯します。

※ 次の使用時までに十分にバッテリーを充電しておいてください。

スマートフォン/タブレットと、Bluetooth®でつなぐ2
一度、スマートフォン/タブレットとBluetooth接続をおこなっておけ
ば、本製品の電源を入れるだけでつながります。
※ 右記「スマートフォン/タブレットとBluetooth®でつなぐ方法」参照

曲を再生し、本製品を使用する３
カラオケアプリを使用するとカラオケが楽しめます。
※ 別紙「アプリガイド」参照

※ VOCAL（ボーカルキャンセラー）ボタンを押すと、曲から歌声を消すことができ

ます。ただし、曲によっては歌声が消えない場合があります。

※ 曲の再生のみで使う場合、本製品のマイク音量を最小にしてください。

USB Micro B USB Standard A

市販のUSB ACアダプター

▲添付の充電用USBケーブル

□ マイク本体
□ 充電用USBケーブル（A - Micro B USB 2.0 50cm）

□ 有線接続用ケーブル
　 （ステレオミニプラグ（3.5mm） - Micro B USB 2.0 1m）

□ マイクフット
□ 取扱説明書（本書）
□ アプリガイド（1枚）

iOS端末とつなぐ
iOS端末（iPhone/iPad/iPod touch）と本製品をBluetoothでつなぎます。

Android端末とつなぐ
Android端末と本製品をBluetoothでつなぎます。

1

４

※ 接続されるまで数十秒かかります。

※ “x”はマイクにより異なります。 ※ “x”はマイクにより異なります。

iOS端末の［設定］を開き、
［Bluetooth］をオンにする

［接続済み］と表示されて
いれば接続完了です

４

※ 接続されるまで数十秒かかります。

［接続］と表示されていれ
ば接続完了です

1

詳しくはご利用端末のマニュアル等で、Bluetooth接続方法を
ご確認ください。

ご利用の端末により画面や設定項目の名前が異なる場合があります

マイクフットは必要に応じて、
本製品の底面につけてご利用ください

マイクや曲の音量、エコーは調整してからご利用ください。曲の再生
のみで使う場合、マイクの音量は最小にしてください。

音量を調整してご利用ください

2

※ 電源ボタンが点灯します。

本製品の電源ボタンを約2秒間
長押しして、オンにする

Android端末の［設定］を開
き、［Bluetooth］をオンにする

３ 画面に表示された［GOPPA 
D-MIC/x］を選択

GOPPA D-MIC/x

2

※ 電源ボタンが点灯します。

本製品の電源ボタンを約2秒間
長押しして、オンにする

３ 画面に表示された［GOPPA 
D-MIC/x］を選択

GOPPA D-MIC/x

GOPPA D-MIC/x
接続

※ 本製品には充電用USB ACアダプターは添付しておりません。市販のUSB ACアダプ
ターをご用意ください。（DC5V/1A以上推奨）

※ 本製品には充電用USB ACアダプターは添付しておりません。市販のUSB ACアダプ
ターをご用意ください。（DC5V/1A以上推奨）

GOPPA D-MIC/x



本製品をデュエット（2本）で使う方法

１

※ 「ポッ」と鳴ったら、

　 ペアリング完了です。

本製品とスマートフォン/
タブレットをBluetoothでつなぐ

２

※ 上記「スマートフォン/タブレットとBluetooth®でつなぐ方法」参照

本製品を有線接続する方法

Apple社製「Lightning - 3.5mm ヘッドフォンジャックアダプ
ター」をご利用ください。

ステレオミニジャック（3.5mm）がないiOS端末の場合

スマートフォン/タブレットにステレオミニジャック（3.5mm）がある場
合、本製品と端末を、添付の有線接続用ケーブルでつないで使用すること
ができます。

USB Micro B

▲添付の有線接続用ケーブル

ステレオミニプラグ（3.5mm）

※ 有線接続すると、Bluetooth接続は自動的にオフになります。

※ 有線接続時、デュエット機能は使えません。

本製品の電源ボタンを、2本
同時に約2秒間長押しして、
オンにする

カラオケJOYSOUNDは株式会社エクシングの製品です。ダウン
ロード、ご購入、ご利用方法については下記URLをご覧ください。
https://www.joysound.com/web/s/mobile/kara_js

「カラオケJOYSOUND」について

参考：エクシング製「カラオケJOYSOUNDア
プリ」（別売）でカラオケをすることができます
エクシング製「カラオケJOYSOUNDアプリ」はスマートフォン/タブ
レット上でカラオケを利用することができるアプリです（月額有料・要
インターネット接続）。
下記QRコードを読み取るか、App StoreまたはGoogle Playから［カ
ラオケJOYSOUND］を検索し、インストールしてご利用ください。

※ ジョイサウンドおよびJOYSOUNDは、株式会社エクシングの商標または登録商標です。

※ アプリケーションのダウンロード並びに利用に関しては別途費用が発生する場合がご

ざいます。

※ Bluetooth接続のためアプリケーション画面の映像に対し音声の遅延が発生する場合

がございます。

詳しくはアイ･オー･データ機器のWebページをご覧く
ださい。http://www.iodata.jp/ssp/cdreco/app/

「CDレコドライブ」および「CDレコアプリ」について

参考：I-O DATA製「CDレコアプリ」を利用する
と曲の再生に合わせて歌詞を表示するこ
とができます
アイ･オー･データ機器製「CDレコドライブ」（別売）
は、パソコンを使用せずに音楽CDを直接スマート
フォン/タブレットに取り込むことができる製品で
す。
専用の「CDレコアプリ」を利用すると、取り込んだ
音楽CDの歌詞を見ることができます。

※ 「CDレコアプリ」については、別紙「アプリガイド」参照

※ 歌詞を表示するにはインターネット接続環境が必要です。また、歌詞データベースに

データがない場合は歌詞を表示できません。

※ 「CDレコアプリ」では曲の歌声を消すこと（ボーカルキャンセラー）はできません。また、

カラオケ採点機能を利用することはできません。

故障かな、と思ったら
マイクから音がでない、ランプが点滅しないQ

バッテリーの充電不足の可能性があります。十分に充電した状態で
再度ご使用ください。

ハウリングが起こるQ
マイク部に口を近づけすぎるとハウリング（突然音が大きくなるこ
と）が生じます。少し離れた状態でご利用ください。また、スピーカー
部を机などに置いた状態での使用は避けてください。

スマートフォン/タブレットで再生している曲が途切れるQ
本製品とスマートフォン/タブレットを近づけてみてください。

音が大きすぎる、小さすぎるQ
スマートフォン/タブレット側の音量を変更してみてください。

BluetoothでつながらないQ
● 他のスマートフォン/タブレットとすでに接続している場合は、
一方のBluetooth接続をオフにしてください。

● 本製品とスマートフォン/タブレットを近づけてみてください。

曲以外の音が出るQ
● スマートフォン/タブレットの通知機能をオフにしてください。

● 電話使用時は、本製品の電源またはBluetoothをオフにして、本
製品との接続を切った状態でご利用ください。

仕様
通信方式Bluetooth標準規格 2.1+EDR

出力 Class 2

■ Bluetooth通信部

最大通信距離 最大10m

対応Bluetoothプロファイル A2DP/EDR/HFP

対応コーデック SBC

対応コンテンツ保護 SCMS-T方式

スピーカーユニット Φ52mm

最大出力 5W x 2

■ スピーカー部

再生周波数帯域 100Hz---10KHz

指向特性 単一指向性

周波数特性 100HZ---10KHZ

■ マイク部

感度 44dB

出力 RMS 2 x 3W

インピーダンス 680 Ω

エコーレベル 14段階

※ 対応機種については、すべてのスマー
トフォン/タブレットで動作を保証して
いるわけではありません。

※ iPhone 4S、iPad 3、iPad mini（第1世
代）、iPod touch（第5世代）およびそ
れ以前のiOS端末では動作しません。

■ 対応機種

iOS iOS 8以上

Android Ver.4.2.2以上

■ 対応OS

iOS、Android OSを搭載したスマート
フォン/タブレット端末

※ 本製品はリチウムイオン電
池を使用しております。リチ
ウムイオン電池にはリチウ
ムが含まれており、誤った
使用、取り扱い、廃棄により
破裂する恐れがあります。

※ リチウムイオン電池はリサイクル可能
な資源です。本製品を廃棄する場合は
分解せず、地方自治体の条例または
規則に従ってください。

「Bluetooth®」はBluetooth SIG,Inc.の登録商標
であり、ゴッパ合同会社はライセンスに基づいて
使用しています。

本製品は、技術基準適合証明を取得しており、
日本国内で安心してご使用いただけます。
技術基準適合証明マークが付いていない製品
は違法になる恐れがあります。類似品に十分ご
注意ください。

本製品を拡声器として使用する方法
本製品の電源を入れれば、音楽を流さなくても、拡声器（ハンドマイク）と
して使用することができます。

本製品2本を一台のスマートフォン/タブレットにつないで使うことができます。

① 添付または弊社ホームページに掲載されている最新の取扱説明書等に記載の内容に従った使用
状態で故障した場合には、アフターサービスとしてお買い上げ時より 1年間 、弊社代理店の判断
により同等品へ交換いたします。
●送付された旧製品など（記録済みのデータを含む）は返却いたしません。
●お買い上げ日が記載されたレシート等が必要です。

② 以下の場合は交換の対象となりません。

1)販売店等でのご購入日から保証期間が経過した場合
2)火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害およびその他の天災地変、公害または異常電圧等の外
部的事情による場合
3)お買い上げ後の輸送、移動時の落下・衝撃等お取扱いが不適当な場合
4)弊社以外で改造、調整、部品交換等をされた場合
5）弊社が寿命に達したと判断した場合など、その他弊社が保証内容の対象外と判断した場合

③ 本製品の故障もしくは使用によって生じた本製品または接続製品内に保存されたデータの毀損・消
失等について、弊社および弊社代理店は一切の責任を負いません。重要なデータについては、必ず、
定期的にバックアップを取る等の措置を講じてください。また、弊社に故意または重過失のある場
合を除き、本製品に関する弊社の損害賠償責任は理由のいかんを問わず製品の価格相当額を限度
といたします。本製品に隠れた瑕疵があった場合は、この約款の規定に関わらず、弊社は無償にて瑕
疵のない製品または同等品に交換いたしますが、当該瑕疵に基づく損害賠償責任を負いません。

④ 弊社は、日本国内のみにおいて本保証規定に従った保証をおこないます。

ハードウェア保証規定

ダウンロード用
QRコード

※ インターネット接続環境が必要です。

※ 採点機能ご利用時には、有線接続用ケーブルをお使いください。

(別紙「取扱説明書」の「本製品を有線接続する方法」参照）

※ 株式会社エクシングでは、本製品ご利用時のアプリ動作保証およびサポートはおこ

なっておりません。ご了承ください。

安全のために
お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための注意事項を記載
しています。ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。

▼ 警告および注意表示

この表示の注意事項を守らないと、死亡または重傷を負うことがあります。警告

危険 この表示の注意事項を守らないと、死亡または重傷を負う危険が生じます。

▼ 絵記号の意味

禁止

指示を守る

本製品を修理・分解・改造しない
発火や感電、破裂、やけど、動作不良の原因になります。

故障や異常のまま、使わない
本製品に故障や異常がある場合は、必ずつないでいる機器から取り外してください。また、本製品の
電源をオフにしてください。そのまま使うと、発火・感電・故障の原因になります。

本製品を病院内で使わない
医療機器の誤動作の原因になることがあります。

本製品を飛行機の中で使わない
飛行機の計器など誤動作の原因になります。飛行機の中では電源をオフにしてください。

コードは、添付品または指定品のもの以外を使わない
発熱、発煙、発火、感電、故障の原因となりますので、指定品以外のものは使用しないでください。

添付のコードは、他の機器につながない
発火や感電の原因となります。添付のコードは、本製品専用です。

コードにものをのせたり、引っ張ったり、折り曲げ・押しつけ・加工などはしない
コードがよじれた状態や折り曲げた状態で使用しないでください。コードの芯線(電気の流れるとこ
ろ)が断線したり、ショートし、発火・感電の原因になります。

USBコネクターを抜くときはコードを引っ張らない
USBコネクターを持って抜いてください。コードを引っ張るとコードに傷がつき、発火や感電の原因
になります。

ゆるいコネクターにつながない
USB端子は、根元までしっかりと差し込んでください。根元まで差し込んでもゆるみがあるコネク
ターにはつながないでください。発熱して発火の原因になります。

本製品をぬらしたり、水気の多い場所で使わない
水や洗剤などが本製品にかかると、隙間から浸み込み、発火・感電の原因になります。
・お風呂場、雨天、降雪中、海岸、水辺でのご使用は、特にご注意ください。
・水の入ったもの（コップ、花びんなど）を上に置かないでください。
・万一、本製品がぬれてしまった場合は、絶対に使用しないでください。

本製品をショートさせない、ネックレスやヘアピンと一緒に持ち運び・保管しない
発熱、発火、やけどの原因になります。

外形寸法 245×69×69mm

質量 365g（本体のみ）

電源 DC 5V

バッテリー容量 2900mAh

■ 基本スペック

使用バッテリー Panasonic製リチウムイオンバッテリー

使用可能時間 約9時間

充電時間 約7時間

危険

警告

電池について、以下のことに注意する
本製品はリチウムイオン電池を使用します。リチウムイオン電池にはリチウムが含まれており、誤っ
た使用、取り扱い、廃棄により爆発する恐れがあります。
●火の中に入れたり、加熱したりしないでくださ
い。また、直射日光の当たる場所、高温多湿の
場所、車中等に放置しないでください。

●使用中、保管時等に発熱したり、異臭を発した
り、変色、変形、その他今までと異なる場合は使
うのを止めてください。

●電子レンジや高圧容器に入れないでください。

●水、海水、ジュースなどで濡らさないでください。
●強い衝撃を与える、投げる、踏む、たたくなどを
しないでください。

●指定された充電方法以外では充電しないでく
ださい。

●動作環境の範囲内（5℃～35℃）で使用してだ
さい。

ペースメーカー等の医療機器や、産業・科学機器の近くで使用しない
ペースメーカー等の医療機器や、産業・科学機器の動作に影響を与え、事故の原因となる恐れがあり
ます。また医療機関では無線機器の使用を禁止していることがあります。

煙がでたり、変な臭いや音がしたら、すぐに使うのを止める
そのまま使うと発火・感電の原因になります。

Ver1.0

※デュエット機能ご利用時、ボーカルキャンセラー機能は使えません。


