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Gravastar Mars Pro Bluetooth スピーカー

組み込み式のGravastr独自のDSPオーディオアルゴリズムが開発され、
深く掘りさげれらました。正確に聞こえる中低音、少量でクリアに聞こえる、
迫力のある低音を作り出します。

大きな音を出すためのパッシブベースラドレーターを備えた双方向スピーカー
システムを設計。小さなスピーカーの中で、DSP4の方法を使用し、デジタル
クロスオーバーの独立した、低音、中低音、中音、高音を補正した音で生み出し
ます。クリアなサウンドをバランスのとれた音かつ、正確なサウンドで届けます。
ミュージシャンがあなたに楽しんで聞いて貰えるために作りました。

主な特徴

本製品は、Bluetoothで音楽を再生します。Bluetooth 5.0 を採用。
端末との有線のスピーカーの限られた距離より長い距離で使用する事が可能です。

Hi-Fi音質：組み込み式のGravastar独自のDSPオーディオアルゴリズム。深みの
ある低音、正確な中音域、クリアーな高音、同等の低音を実現するために開発さ
れました。ラウドネスな曲線で描かれたフォルム。Bilt-in 20w SuperBassデュ
アルスピーカーシステムは、大小の音量どちらでも迫力のある低音を生み出しま
す。全てを体感してください。

TWS (True Stereo Sound)： Bluetooth機能を介して、2つのスピーカーをぺ
アリングし、左右で音を鳴らす事が可能です。左右の音はステレオで再生されます。

バッテリー稼働時間：バッテリー満充電で、約15時間の稼働が可能です。



Gravastar Mars Pro 操作方法

・Bluetoothボタン

(Bluetooth接続方法は、次のページを
ご参照ください。)

・バッテリーインジケーター
(スピーカー円形部の右サイドLED)

＊スピーカー円形部の両サイドのLEDは
電源オン時は常時点灯。

＊バッテリー残量が少ない場合は、
LEDが点滅します。

・電源ON/OFF ボタン

電源ON/OFF

(長押し)

再生／停止
(1回クリック)

・Bluetoothインジケーター
(スピーカー円形部の左サイドLED)

LED点滅は未接続。LED常時点灯は接続済。
＊スピーカー円形部の両サイドのLEDは
電源オン時は常時点灯。

・音量調節エリア
ボリュームアジャストメントエリアを
スライトさせ音量を調節するか、
選択したい音量部をタッチしてください。

・ライト ON/OFF ボタン

ライト ON/OFF

(長押し)

＊スピーカー部両サイドのLEDは
電源オン時は常時点灯。

ライトカラー変更
(1回クリック)

赤→水色→青→黄色→緑→紫
(カラー6色)

点灯モード切り替え
(連続2回クリック)

【全3パターン】
1.常時点灯モード
(単色に点灯)

2.グラデーション点灯モード
(自動で6色のカラーに変わります)

3.ミュージックビートモード
(音に反応し、ライトが点灯します)



・ Bluetooth接続
電源オンの状態でBluetoothボタンを1回押し”Ready to pair” のガイダンスが
聞こえましたら、デバイスとの接続を行なってください。
(電源オンの状態でBluetooth接続されていない状態の場合、スピーカー円形
部の左側LEDが点滅します。接続後は常時点灯。)

・Bluetoothを切断
Bluetoothボタンを押して接続解除してください。

・TWS接続(2台使用の場合)

2台のBluetoothボタンを2台共にスピーカーのLEDすばやく点滅するまで、
長押ししてください。その後、親機側にしたい1台のBluetoothボタンを
1回押して、その後、2台のBluetoothボタンを2回連続で押してください。
2台共から“network connected”と聞こえましたら、接続完了です。
＊ TWS接続を行う際は、お使いのデバイスの“Gravastar Mars Pro”のBluetooth

登録を削除し、2台を10cm〜15cmに近づけた状態で行なってください。
(音量調節は、親機側のみで行えます。)

・ネットワークを切断(2台使用→1台使用にする場合)

どちらか1台のBluetoothボタンを2回連続で押してください。
“Network disconnected Ready to pair”と聞こえましたら、接続解除の完了です。

・Bluetooth記録の削除方法
Bluetoothボタンと電源ボタンを同時に5秒程押してください。
しばらくすると、“Bluetooth connection deleted” とガイダンスが
聞こえましたら、 Bluetooth記録の削除が完了です。
(再度、Bluetooth接続する場合は、デバイスにて登録を行なってください。)

・リセット操作
Bluetoothボタンとライトボタンを同時に押してください。
使用する場合は、再度、電源ボタンを押しBluetooth接続を行なってください。

【AUX 接続】
本機のType-C端子に、付属のAUX変換ケーブルを機器と直接接続する事で、
Bluetooth接続をせずに、音を鳴らす事が可能です。



NOTE

過度な劣化を防ぐ為、月に1回はバッテリーを満充電させてください。

＊バッテリーが長期間使用されない状態が続くと、一回の充電時間が通常より、
長くなる場合がございます。

＊電話の通話時／着信時については、対応しておりません。

製品仕様
Bluetoothバージョン: Bluetooth 5.0

バッテリー容量: 2000mAh

連続再生時間: 約15時間
入力: 5V

電源: 20W

動作範囲: 最大10ｍ
周波数特性: 2102~2480MHz

送信電力: 3.24dBm

safety information

Gravastar Mars Proを使用する前に必ず下記をお読みください。

・ご使用前にマニュアルを全てお読みください。
・本製品は、5V以上の出力を備えたアダプターを使用する必要があります。
・この製品を雨、過度な湿気、高温状態、液体物等にさらさないでください。
・製品に傷を付けたり、強く叩いたりしないでください。



・タッチ可能なボリュームコントロール

・MAGNET DAMAGED HORNS 
(取り外し可能)    

・AMNIENT LIGHT

・ZINC ALLOY SHELL

・真のステレオサウンド

・究極のサウンド

・15時間のバッテリー寿命

・プレミアム デザイン



【付属品の説明】
付属品ホーンとスピーカーの内部には、
それぞれ2つの円筒形磁石を使用してい
ます。磁石は同軸に配置され、磁気で
固定し、4つの組み合わせモードをとる
ことができます。

※組み合わせの操作方法：4つの組み合わ.
せ効果(左右交換、角度前後回転)





・アッパーシェル ハンドル L
・アッパーシェル ハンドル R

・アッパーシェル
・シールド

・弾丸チェーン
・六角ネジ (ロング40mm)
・シールドカバー (磁気)

・ガトリング砲 カバー
・ガトリング砲
・六角ネジ (ショート20mm)

・左右のアッパーシェルハンドルを固定するプラスネジ（4個）(極小)
・銃弾箱



DIY 付属品
アッパーシェルハンドル×2, 銃弾箱用ブラケット(本体取り付け済)×1,銃弾箱×1,シールド×1,
シールド磁気カバー×1,弾丸チェーン×1,ガトリング砲×1,ガトリング砲カバー×1,プラスネジ(極
小)×4, ト六角ネジ(ショート20mm)×1,六角ネジ(ロング40mm)×1

＊パッケージに同梱：プラスドライバー×1, 六角レンチ ×1



01 スピーカー上部のアッパーシェルに
ハンドルを取り付けます
・本体左右にある、六角ネジ2本(10mm)を取り外し、
アッパーシェルを上に引き上げ、取り外します。
アッパーシェルの左右に空いている穴に合わせて、それぞれ、
写真の向きにハンドルを取り付け、プラスネジ(極小)で内側から固定します。

・写真の様に組み立てたアッパーシェルを本体の元の位置に取り付け、
六角ネジ2本(10mm)で固定します。

02 銃弾箱を取り付ける
・本体裏側のプラケットに銃弾箱を写真の向きに、はめて押して取り付けます。

・写真の様に銃弾箱は取り付けます。



03 シールドを取り付ける
・シールドの中央にある、円形のカバーを取り外します。
＊円形のカバーは、磁気で付いています。

・本体右側に付いている、六角ネジ(10mm)を取り外します。
シールドを穴が空いている方を全方に向けて取り付けます。
その後、六角ネジ (ショート20mm)で固定します。
＊締まり具合/角度はお好みで調節してください。

・写真の位置にシールド磁気カバーを取り付けます。

・写真の示している位置で固定します。



04 ガトリング砲を取り付ける
・本体左側に付いている、六角ネジ(10mm)を取り外します。
ガトリング砲に空いている穴に六角ネジ(ロング40mm)を通し、
一緒に本体左側にに取り付けます。

・ネジの締まり具合/角度はお好みで調節してください。
ガトリング砲カバーを内側のゴム製シールをはがし、
ガトリング砲のネジ部を隠す様にに貼り付けます。

・写真の様に弾丸チェーンの先端をガトリング砲のAの位置の穴に固定します。

・写真の様に銃弾箱のBの位置に弾丸チェーンのも片方の先端を挿入します。



【同梱物】

・MARS PRO 本体
・TYPE-C ケーブル
・AUX ケーブル
・マニュアル (取扱説明書)

注意：スピーカーを充電中に、70％を超える音量で音楽を再生すると、バッテリーはNTC過熱保護機能が作動し、
充電を停止します。 熱が下がると、バッテリーは自動的に充電を再開します。

TYPE-C端子(AUX端子)



・ステップ 1
下記の図の本体のTYPE-C端子の位置に、磁気コネクターを取り
付けます。

・ステップ 2
MARS PRO本体を充電ベースに取り付けます。その際、本体の足
部を充電ベース側の決まった、スロットルに固定する必要があり
ます。

・ステップ 3
充電ベースにUSBケーブを接続し、MARS PRO本体の充電を行
なってください。

＊コンセントアダプターは、5V/3A の製品をご使用ください。

【注意】
この製品(充電ベース)は、MARS PROシリーズのみに対応してお
ります。電源は 5V/3A  です。防水性はありません。金属製物質
の使用は、製品に傷が入ったり、危険を伴う為、禁止されていま
す。危険を回避する為に、不具合が生じた場合は、輸入元(日本
国の場合)に連絡が必要になります。

・ステップ 5
ライトの点灯モードを切り替える場合は、▲ボタン
を長押し(5秒程)してください。光り方は、単色モー
ド(全6色)、グラデーションモード(自動で6色変化)の
2種類です。

【注意】
充電ベースにて、Mars Pro本体を充電中は、本体側
の点灯モード切り替えは、単色モード(全6色)、もし
くは、消灯のみ(Mars Pro本体ライトボタン長押し)
になります。光り方は、充電ベースと連動しませ
ん。

・ステップ 4
ライトの色を変更する場合は、■ボタン押してくだ
さい。【単色モード時のみ変更可能】
(赤→水色→青→黄色→緑→紫)の全6色です。

磁気コネクター・

MARS PRO 充電ベース (充電ベース)・

USBケーブル・

ユーザーガイド・

日本国内にてご購入のサホー゚トにつきましては、
support@modernity.jp (輸入元: モタニ゙ティ株式会社) にお問
い合わせください。
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