
Thank you for purchasing the AUKEY EP-B4 Wireless Sport Earbuds. Please read 
this user manual carefully and keep it for future reference. If you need any 
assistance, please contact our support team with your product model number 
and Amazon order number.

Package Contents
Wireless Sport Earbuds                                                        Micro-USB Cable
Three Sets of Ear-Tips(S / M / L)                                          Carrying Pouch
User Manual                                                                         Warranty Card

Product Diagram

Specifications

Getting Started
Fully charge your headphones before first use. To charge, simply connect one 
end of the included micro-USB cable to a USB charging port and the other 
end to the input port on the headphones. When the indicator light changes 
from red to blue, your headphones are fully charged and ready for use. Charging 
takes around 2 hours.  

Turning On / Off
● To power on, press and hold the multi-function button until the LED indicator 
    flashes blue, and you will hear an ascending tone
● To power off, press and hold the multi-function button until the LED indicator 
    flashes red, and you will hear a descending tone

Pairing
Starting with the headphones powered off:
1. Press and hold the multi-function button until the LED flashes blue and red 
    alternately
2. Turn on the pairing function of the device you want to pair with the earbuds
3. In the list of available devices, find and select “AUKEY EP-B4”
4. If a code or pin is required for pairing, enter “0000”

Simultaneous Connection with Two Devices
1. Follow the instructions in the “Pairing” section to pair the earbuds with Device A
2. Once paired, disable wireless function on Device A and turn off the earbuds
3. Follow the instructions in the “Pairing” section to pair with Device B
4. Once paired with Device B, reactivate wireless function on Device A and select 
    “AUKEY EP-B4” in the list of paired devices
5. You can now make and receive calls from either of the two paired devices

Notes
● The earbuds will automatically shut down after 5 minutes in pairing mode if no 
   devices are paired
● If your paired device is turned off or manually disconnected, the earbuds 
   LED indicator will flash blue once every 8 seconds and the earbuds will shut 
   down after 5 minutes
● The maximum wireless operating range is 33ft (10m). If you exceed this range, 
   the earbuds will disconnect from your paired devices and you will hear a tone. 
   The connection will be re-established once you re-enter the wireless range 
   within 15 minutes. The earbuds will automatically reconnect to the last-paired 
   device. To connect with other devices, repeat the previous “Pairing” steps

Model
Technology
Chipset
Microphone Noise Reduction
Microphone Sensitivity
Frequency Range
Charging Input
Charging Time
Play Time
Talk Time
Standby Time
Battery
Operating Range
Weight

EP-B4
BT 4.1, A2DP, AVRCP, HSP, HFP
CSR8635
6th generation dual-mic cVc
42dB ±3dB
20-20KHz
DC 5V
2 hours
~4 hours
~4.5 hours
165 hours
Li-Polymer (80mAh)
Up to 10m / 33’
16.4g / 0.58oz

Music and Calls Control

Streaming Audio
Once paired, you can wirelessly stream audio from your device to the headphones. 
Music will automatically pause when you receive an incoming phone call, and 
resume once the call is ended.

FAQ
The headphones are on, but not connecting to my device
In order for both devices to establish a connection, you will need to put them in 
pairing mode. Please follow the instructions in the “Pairing” section of this manual.

I have established a connection with my smartphone, but I’m not hearing any 
sound
Please double-check the volume level on your smartphone and the headphones. 
Some smartphones require you to set up the headphones as an audio output 
device before audio can be transmitted. If you are using a music player or other 
device, please make sure it supports the A2DP profile.

The sound is not very clear or the caller cannot hear my voice clearly
Please adjust the volume on your smartphone and the headphones. Try getting 
closer to your smartphone to rule out the possibility of interference or wireless 
range-related issues.

Can I use the headphones while they are charging?
No.

Product Care & Use
● Keep away from liquids and extreme heat
● Do not use headphones at high volume for extended periods, as this may 
   cause permanent hearing damage or loss

Warranty & Customer Support 
For questions, support, or warranty claims, contact us at the address below 
that corresponds with your region. Please include your Amazon order number 
and product model number. 

Amazon US orders: support.us@aukey.com 

Answer / End a call

Adjust the volume

Redial last-called number

Reject an incoming call

Mute / Resume

Microphone switch

Phone switch

Press the multi-function button once

Press volume + / - once

Double-press the multi-function button when 
in standby

Double-press the multi-function button

Double-press the multi-function button during 
a call

Press and hold volume + for 1 second during a 
call to switch between the microphone and 
your phone for talking

Double-press the multi-function button during 
a call to switch between two mobile phones

Play / Pause
Volume control
Next / Previous track

LED Indicator
Blue & red flashing alternately
Blue flashing once every 8 seconds
Red flashing once every 8 seconds
Blue flashing twice every second
Red on
Blue on (after charging)

Status
Pairing mode
Connected / Playing music / In call
Low battery
Incoming call
Charging
Fully charged

Press the multi-function button once
Press the volume + / - once
Press and hold the volume + / - for 1 second

Amazon EU orders: support.eu@aukey.com 
Amazon CA orders: support.ca@aukey.com 
Amazon JP orders: support.jp@aukey.com 

*Please note, AUKEY can only provide after sales service for products purchased directly 
from AUKEY. If you have purchased from a different seller, please contact them directly 
for service or warranty issues.

Volume + / Next Track

Volume - / Previous Track

Micro-USB Charging Port

Microphone 

LED Indicator / Multi-Function Button

この度は、AUKEY EP-B4 ワイヤレスイヤホンをお買い上げいただき、誠にありがとうござ
います。ご使用の前にこの取扱説明書をよく読み、製品を安全にご使いください。何かの
ご問題・ご質問がございましたら、注文番号を記入した上で、弊社のお客様サポートまで
お問い合わせください。

パッケージ内容
ワイヤレスイヤホン                                                                        Micro-USBケーブル
イヤーピース(S / M / L)                                                                  収納ケース
取扱説明書                                                                                       保証カード

各部の名称

仕様

準備
初めて使用する前には、必ず本製品を完全に充電してください。赤LEDインジケーター
が青になると、イヤホンが完全に充電され、使用できる状態になります。満充電まで約2
時間かかります。

電源ON/OFF
● 電源ON；青LEDインジケーターが点滅するまで、マルチファンクションボタンを押し
    続けてください。同時に提示音も聞こえます。
● 電源OFF：赤LEDインジケーターが点滅するまで、マルチファンクションボタンを押し
    続けてください。同時に提示音も聞こえます。

ペアリング
本製品電源が起動していない状態でペアリングします。
● 赤/青LEDインジケーターが交互に点滅するまで右耳のマルチファンクションボタン
    を押し続けます。
● お使いのオーディオ機器のペアリング機能をONにします。
● ペアリングリストから「AUKEY EP-B４」本製品を選択して登録します。
● パスキーまたはPINコードが必要な場合、「0000」と入力してください。

同時に2台機器とのペアリング
1. 「ペアリング」の手順に従って、1台目の機器とペアリングします。
2. 1台目の機器とペアリング完了すると、1台目の機器のワイヤレス機能を無効にして、
    イヤホンも電源OFFにします。
3. 2台目機器との「ペアリング」は上記の手順を繰り返します。
4. 2台目機器とのペアリング設定完了後、1台目の機器のワイヤレス機能を再起動しま
    す。ペアリングデバイスリストに「AUKEY EP-B４」を選択します。
5. 2台の機器を同時に接続できました。2台の機器より電話をかける/受けることができ
    ます。

ご注意：
● 5分間いずれのデバイスにも接続されていない場合、本製品が自動的に電源OFFに
    なります。
● ペアリングした機器からの送信が途切れると、青LEDインジケーターが8秒ごとに1回
    点滅します。5分後自動的に電源OFFになります。
● 本製品の通信距離は最大10メートルなので、通信距離外に移動したら、接続が途切
    れることが可能です。その時、提示音が聞こえます。ただ、15分以内で通信距離内に
    戻れるなら、再接続となります。他の機器とペアリングする場合、「ペアリング」の手順
    を繰り返してください。

音量+/曲送り

音量-/曲戻り

LEDインジケーター/マルチファンクションボタン

マルチファンクションボタン

Micro-USB充電ポート

型番
対応プロファイル
チップ
マイクノイズキャンセル技術
マイク感度
周波数応答
入力
充電時間
連続使用時間（再生）
連続使用時間（通話）
待機時間
電池
通信距離
重量

EP-B4
BT 4.1, A2DP, AVRCP, HSP, HFP
CSR8635
第6世代ＣVCノイズキャンセル技術
42dB ±3dB
20-20KHz
DC 5V
2時間
約4時間
約4.5時間
165時間
リチウムポリマー (80mAh)
最大10m
16.4g

基本操作とLED表示

音楽を聞く
お手持ちのスマートフォンやオーディオプレーヤーと本製品を接続すると、本製品より
音楽をお楽しめます。音楽再生中着信すれば、音楽が自動的に一時停止になります。
通話終了後に音楽が自動的に再生になります。

よくある質問
イヤホンの電源が入れた状態で、ペアリングできない。
デバイスのワイヤレスが入っているかどうかを確認してください。入った場合、ペアリン
グ手 順を参考して操作してください（注：イヤホンの電源がOFF状態でペアリングするべ
きです）

再生機器と接続していますが、 イヤホンの音が聞こえない。
音楽を再生していることをご確認ください。本製品及び再生機器のボリュームをご確認
ください。また、再生機器の「サウンドとオーディオデバイス」が本製品になっていること
を確認してください。相手側の機器のプロファイルがA2DPに対応していることをご確認
ください。

イヤホンの音がはっきり聞こえない/通話相手がこちらからの音声をはっきり聞き取れない。
イヤホンの音量ボタンを押して音量を調節します。携帯電話の電波状況をチェックします。
近くに他の無線機器がないか確認します。

充電しながら、本製品を使えるか。
いいえ、充電する際本製品を利用できません。 

取り扱い上の注意
● 液体がある場所や、異常に温度が高いところへ置かないでください。
● 聴力障害の原因となる可能性があるので、長時間大音量で使用することを避けてくだ
    さい。

保証とアフターサービス
製品について、何のご問題・ご質問などがございましたら、ご注文番号を記入した上で、
下記のメールアドレスまでお問い合わせください。最も早い営業日にご返信を差し上げ
ます。 

Eメール: support.jp@aukey.com

*当社は、AUKEY公式ショップまたは当社が認める小売業者から購入された製品のみに対して、ア

マルチファンクションボタンを
1回押します

音量を調節する

最後の番号をリダイヤルする

着信を拒否する

通話をミュート/再開する

通話機器を切り替える

希望応答スマホを切り替える

マルチファンクションボタンを1回押す

音量+ / -ボタンを1回押す

スタンバイモードでマルチファンクションボタン
を2回押す

マルチファンクションボタンを2回押す

通話中、マルチファンクションボタンを2回押す

通話中、音量+ボタンンを1秒押すと、イヤホン
或いはスマホでの通話を切り替える

通話中、マルチファンクションボタンを2回押
すと、希望応答スマホに切り替える

一時停止/再生
音量を調節する
曲送り/曲戻り

LED表示
青/赤交互に点滅する
青LEDが8秒ごとに1回点滅する
赤LEDが8秒ごとに1回点滅する
青LEDが毎秒ごとに2回点滅する
赤LEDが点灯する
青LEDが点灯する

ステータス
ペアリングモード
ペアリング完了/再生中/通話中
電池残量不足
着信中
充電中
充電完了

マルチファンクションボタンを1回押す
音量＋/-ボタンを押す
音量＋/-ボタンを約1秒押し続ける

フターサービスと製品保証を提供しております。他の小売業者から購入された製品の交換、返品、
返金に関しましては購入先へお問い合わせ下さい。
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AUKEY International Ltd.
www.aukey.com | support@aukey.com
No.102, Building P09, Electronics Trade Center
Huanan City, Pinghu Town, Longgang District
Shenzhen, Guangdong, 518111, CN
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