FRAMES

IMPORTA N T SA F ET Y I N STR UCT I O N S

Please read and keep all safety, security, and use instructions.
Important Safety Instructions
1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with a dry cloth.
7. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
8. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
9. R
 efer all servicing to qualified personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any
way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the
apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

WARNINGS/CAUTIONS
• Do NOT use the frames at a high volume for any extended period.
– To avoid hearing damage, use your frames at a comfortable, moderate volume level.
– Turn the volume down on your device before wearing the frames or placing them near your ears, then turn the
volume up gradually until you reach a comfortable listening level.
• Use caution while driving and follow applicable laws regarding use of a mobile phone.
• Focus on your safety and that of others if you use the frames while engaging in any activity requiring your
attention, e.g., while riding a bicycle or walking in or near traffic, a construction site or railroad, etc. Remove the
frames or adjust your volume to ensure you can hear surrounding sounds, including alarms and warning signals.
• Do NOT use the frames if they emit any loud unusual noise. If this happens, turn the frames off and contact Bose
customer service.
• Do NOT submerge or expose the frames to rain or water, or wear while participating in water sports, e.g.,
swimming, waterskiing, surfing, etc.
• Remove frames immediately if you experience a warming sensation or loss of audio.
Contains small parts which may be a choking hazard. Not suitable for children under age 3.
This product contains magnetic material. Consult your physician on whether this might affect your
implantable medical device.
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IMPORTA N T SA F ET Y I N STR UCT I O N S
• To reduce the risk of fire or electrical shock, do NOT expose this product to rain, liquids or moisture.
• Do NOT expose this product to dripping or splashing, and do not place objects filled with liquids, such as vases,
on or near the product.
• Keep the product away from fire and heat sources. Do NOT place naked flame sources, such as lighted candles, on
or near the product.
• Do NOT make unauthorized alterations to this product.
• Use this product only with an agency-approved power supply that meets local regulatory requirements
(e.g., UL, CSA, VDE, CCC).
• Do not expose products containing batteries to excessive heat (e.g. from storage in direct sunlight, fire or the like).
• Do NOT wear the frames while charging.
• After each use, wipe both sides of the lenses and all parts of the frame with the cloth bag provided or a dry cloth.
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R EG U L ATORY I N FOR M AT IO N
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to
Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a
residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed
and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However,
there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful
interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user
is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Changes or modifications not expressly approved by Bose Corporation could void the user’s authority to operate
this equipment.
This device complies with part 15 of the FCC Rules and with ISED Canada license-exempt RSS standard(s). O
 peration
is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must
accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
This device complies with FCC and ISED Canada radiation exposure limits set forth for general population.
This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
PPE Regulation (EU) 2016/425
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R EG U L ATORY I N FOR M AT IO N

Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices
Article XII
According to “Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices” without permission granted by
the NCC, any company, enterprise, or user is not allowed to change frequency, enhance transmitting power or alter
original characteristic as well as performance to an approved low power radio-frequency devices.
Article XIV
The low power radio-frequency devices shall not influence aircraft security and interfere legal communications; If
found, the user shall cease operating immediately until no interference is achieved. The said legal communications
means radio communications operated in compliance with the Telecommunications Act.
The low power radio-frequency devices must be susceptible with the interference from legal communications or ISM
radio wave radiated devices.
DON’T attempt to remove the rechargeable lithium-ion battery from this product. Contact your local Bose retailer or
other qualified professional for removal.
Please dispose of used batteries properly, following local regulations. Do not incinerate.
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R EG U L ATORY I N FOR M AT IO N
• This product complies with the ANSI Z80.3, AS/NZS 1067.1, and EN ISO 12312-1.
• Tinted eyewear is not recommended to be worn for night driving.
• NOT SUITABLE FOR DRIVING IN TWILIGHT OR AT NIGHT.
• The product is designed to block greater than 99% UVA and UVB light energy. This product is in compliance with
ANSI Z80.3.
• Only lenses approved by Bose should be used with the Alto or Rondo products.
• Not for direct observation of the sun.
• Not for protection against artificial light sources, e.g. solaria.
• Not for use as eye protection against mechanical impact hazards.
• When not in use, store the product in the carry case provided.
• Contact Bose customer service for a replacement power supply or lenses.
Visit: worldwide.Bose.com/Support/Frames
AUSTRALIAN LENS CATEGORY: 1067.1 CAT. 2
Good protection against sunglare
UV rating: UV 400 cut

QTY: 1 EA
China Restriction of Hazardous Substances Table
Names and Contents of Toxic or Hazardous Substances or Elements
Toxic or Hazardous Substances and Elements
Lead
(Pb)

Mercury
(Hg)

Cadmium
(Cd)

Hexavalent
(CR(VI))

Polybrominated
Biphenyl
(PBB)

Polybrominated
diphenylether
(PBDE)

PCBs

X

O

O

O

O

O

Metal Parts

X

O

O

O

O

O

Plastic Parts

O

O

O

O

O

O

Speakers

X

O

O

O

O

O

Cables

X

O

O

O

O

O

Part Name

This table is prepared in accordance with the provisions of SJ/T 11364.
O: Indicates that this toxic or hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this
part is below the limit requirement of GB/T 26572.
X: Indicates that this toxic or hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials
used for this part is above the limit requirement of GB/T 26572.
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R EG U L ATORY I N FOR M AT IO N

Please complete and retain for your records
The serial and model numbers are located on the left temple.
Serial number: _____________________________________________________________________
Model number: BMD0008
Please keep your receipt with your owner’s guide. Now is a good time to register your Bose product.
You can easily do this by going to global.Bose.com/register
Date of Manufacture: The eighth digit in the serial number indicates the year of manufacture; “0” is 2010 or 2020.
China Importer: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riying Road, China
(Shanghai) Pilot Free Trade Zone
EU Importer: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands
Taiwan Importer: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
Phone Number: +886-2-2514 7676
Mexico Importer: Bose de México, S. de R.L. de C.V. , Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000
México, D.F. Phone Number: +5255 (5202) 3545
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L EG A L IN FOR M AT ION

Security Information
T his product is capable of receiving security updates from Bose automatically when connected to the
Bose Connect app. In order to receive security updates via the mobile application, you must complete the
product setup process in the Bose Connect app. If you do not complete the setup process, you will be
responsible for installing security updates that Bose makes available via btu.bose.com
Apple, the Apple logo, and Siri are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a
service mark of Apple Inc.
The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such
marks by Bose Corporation is under license.
Google and Google Play are trademarks of Google LLC.
Bose and Bose Frames are trademarks of Bose Corporation.
Bose Corporation Headquarters: 1-877-230-5639
©2020 Bose Corporation. No part of this work may be reproduced, modified, distributed or o therwise used without
prior written permission.

8

|

ENG

CON T EN TS

WHAT’S IN THE CARTON
Contents.............................................................................................................................. 11

FRAME CONTROLS
Power on............................................................................................................................. 12
Power off............................................................................................................................. 13
Auto-off............................................................................................................................... 13
Frame functions............................................................................................................... 14
Media playback functions..................................................................................... 14
Volume functions..................................................................................................... 15
Call functions............................................................................................................. 16
Access voice control............................................................................................... 17

BATTERY
Charge the frames........................................................................................................... 18
Check the frames battery level................................................................................... 18

FRAME STATUS
Bluetooth® connection status...................................................................................... 19
Charging status................................................................................................................ 19

VOICE PROMPTS
Voice prompt notifications.......................................................................................... 20
Call notifications...................................................................................................... 20
Battery notifications............................................................................................... 20
Disable voice prompts................................................................................................... 20

9

|

ENG

CON T EN TS

BLUETOOTH CONNECTIONS
Connect your mobile device using the Bose Connect app
(recommended)............................................................................................................... 21
Connect using the Bluetooth menu on your mobile device........................... 22
Disconnect a mobile device......................................................................................... 23
Reconnect a mobile device.......................................................................................... 23
Clear the frames device list.......................................................................................... 23

CARE AND MAINTENANCE
Store the frames............................................................................................................... 24
Maintain the frames........................................................................................................ 25
Replacement parts and accessories......................................................................... 25
Limited warranty.............................................................................................................. 25
Serial and reference number locations.................................................................... 26

TROUBLESHOOTING
Try these solutions first................................................................................................. 27
Other solutions................................................................................................................. 27

10

|

ENG

W HAT’S IN T HE CA RTON

CONTENTS
Confirm that the following parts are included:

Bose Frames

Carry case

Charging cable

Cloth bag

NOTE: If any part of the product is damaged, do not use it. Contact your authorized
Bose dealer or Bose customer service.
Visit: worldwide.Bose.com/Support/Frames
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F R A M E CON TR OL S

Power on frames
Control media playback
Control Press & Turn volume
Control Bluetooth functions
Control call functions

POWER ON
Press the button on the right temple.
The status light glows solid white for 2 seconds then glows according to Bluetooth
connection status (see page 19). A voice prompt announces the battery level and
Bluetooth connection status.

Status light
Power on
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F rame Controls

POWER OFF
Flip the frames upside down for 2 seconds.
The status light glows solid white then fades to black.
NOTE: After the frames power off, you can move them in any orientation.

AUTO-OFF
Auto-off conserves the battery when the frames are not being used. The frames
power off when audio has stopped and you have not moved the frames for
5 minutes.
To power on the frames, press the button on the right temple.
.

Power on
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F rame Controls

FRAME FUNCTIONS
Media playback functions
The button on the right temple controls media playback.

Control media playback

FUNCTION

WHAT TO DO

Play/Pause

Press once.

Skip forward

Double-press.

Skip backward

Triple-press.
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F rame Controls

Volume functions
You can adjust the volume by using Press & Turn volume control or by using the
volume controls on your mobile device.
NOTES:
• To use Press & Turn volume control, make sure the frames are up to date.
• Make sure Press & Turn volume control is on in the Bose Connect app.
You can access this option from the Settings menu.

Use Press & Turn volume control
FUNCTION

WHAT TO DO
Press and hold the button while turning your head to
the right. Release the button to set the volume.

Increase volume

You hear a tone when the volume reaches the
maximum level.
Press and hold the button while turning your head to
the left. Release the button to set the volume.

Decrease volume

You hear a tone when the volume reaches the
minimum level.

NOTE: To change the volume in larger intervals, turn your head slowly.
15
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F rame Controls

Call functions
The button for call functions and the microphone are located on the right temple.

Control phone calls

Microphone

FUNCTION

WHAT TO DO

Answer a call

Press once.

End a call

Press once.

Decline an incoming call

Press and hold for 1 second.

Answer a second incoming
call and put the current call
on hold

While on a call, press once.

Decline a second incoming call
and stay on current call

While on a call, press and hold for 1 second.

Switch between two calls

With two active calls, double-press.

Create a conference call

With two active calls, press and hold for 1 second.

NOTE: To adjust the volume while on a call, see “Volume functions” on page 15.
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F rame Controls

Access voice control
The frames microphone acts as an extension of the microphone in your m
 obile d
 evice.
Using the button on the right temple, you can access the voice control capabilities on
your device to make/take calls or ask Siri or your Google Assistant to play music, tell
you the weather, give you the score of a game, and more.
Press and hold the button to access voice control on your device.
You hear a tone that indicates voice control is active.

Access voice control

NOTE: To adjust the volume while using voice control, see “Volume functions” on
page 15.
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BAT T ERY

CHARGE THE FRAMES
1. Align the pins on the charging cable with the charging port on the right t emple.
NOTE: The pins must be correctly oriented with the charging port to successfully
charge the frames.

2. Lightly press the pins against the charging port until they magnetically snap
into place.
3. Connect the other end into a USB wall charger or computer that is powered on.
CAUTION: Use this product only with an agency-approved power supply that
meets local regulatory requirements (e.g., UL, CSA, VDE, CCC).
While charging, the status light blinks white (see page 19). When the battery is
fully charged, the status light glows solid white.
NOTES:
• The frames do not play audio while charging.
• Do NOT wear the frames while charging.

CHECK THE FRAMES BATTERY LEVEL
• Each time you power on the frames, a voice prompt announces the battery level.
NOTE: W
 hile using the frames, a voice prompt announces if the battery needs to
be charged.
• Check the bottom right corner of the home screen in the Bose Connect app.
• If connected to an Apple device, the device displays the frame battery level near the
upper right corner of the screen and in the notification center.
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F R A M E STAT U S

The status light is located on the right temple.

Status light

BLUETOOTH CONNECTION STATUS
Shows the Bluetooth connection status for mobile devices.
INDICATOR ACTIVITY

SYSTEM STATE

Slow blinking white

Ready to connect/Connecting

Fast blinking white

Connected

CHARGING STATUS
Shows the battery charge level when the frames are connected to power.
INDICATOR ACTIVITY

SYSTEM STATE

Solid white

Full charge

Blinking white

Charging
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VOI CE P R OM P TS

Voice prompts guide you through the Bluetooth connection process, announce the
battery level, and identify the connected device.

VOICE PROMPT NOTIFICATIONS
Call notifications
A voice prompt announces incoming callers and call status.

Battery notifications
Each time you power on the frames, a voice prompt announces the battery level.
When you’re using the frames and the battery is low, you hear “Battery low, please
charge now.”

DISABLE VOICE PROMPTS
Use the Bose Connect app to disable/enable voice prompts.
NOTE: Disabling voice prompts disables notifications.
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B LU E TO OT H CON N ECTI ONS

Bluetooth wireless technology lets you stream audio from mobile devices such as
smartphones, tablets, and laptop computers. Before you can play audio from a device,
you must connect the device to the frames.

CONNECT YOUR MOBILE DEVICE USING THE
BOSE CONNECT APP (RECOMMENDED)
Download the Bose Connect app and follow the app instructions.

BOSE
CONNECT

Once connected, you hear “Connected to <mobile device name>,” and the status light
quickly blinks white for 2 seconds then fades to black.
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B LU E TO OT H CON N ECTI ONS

CONNECT USING THE BLUETOOTH MENU ON YOUR
MOBILE DEVICE
1. Power off the frames (see page 13).
2. Press and hold the button on the right temple until you hear “Ready to connect,”
and the status light slowly blinks white.

Status light
Connect mobile device

3. On your device, enable the Bluetooth feature.
TIP: The Bluetooth feature is usually found in the Settings menu.
4. Select your frames from the device list.
TIP: Look for the name you entered for your frames in the Bose Connect app.
If you didn’t name your frames, the default name appears.

BOSE FRAMES

Once connected, you hear “Connected to <mobile device name>,” and the status
light quickly blinks white for 2 seconds then fades to black.
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B LU E TO OT H CON N ECTI ONS

DISCONNECT A MOBILE DEVICE
Use the Bose Connect app to disconnect your mobile device.
TIP: You can also use Bluetooth settings to disconnect your device.
Disabling the Bluetooth feature disconnects all other devices.

RECONNECT A MOBILE DEVICE
When powered on, the frames try to reconnect with the most recently-connected
device.
NOTE: The device must be within range (30 ft. or 9 m) and powered on.

CLEAR THE FRAMES DEVICE LIST
1. Power off the frames (see page 13).
2. Press and hold the button on the right temple for 10 seconds until you hear
“Bluetooth device list cleared,” and the status light slowly blinks white.
3. Delete your frames from the Bluetooth list on your device.
All devices are cleared, and the frames are ready to connect.
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CA R E A N D M A IN T EN A N CE

STORE THE FRAMES
The frames collapse for easy, convenient storage.
1. Fold the temples inward towards the lenses so the temples lay flat.

2. Place the frames into the case with the lenses facing towards the front of the case.

NOTES:
• Make sure to power off the frames when not in use.
• Before storing the frames for more than a few months, make sure the battery is
fully charged.
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Care and M aintenance

MAINTAIN THE FRAMES
The frames and cloth bag may require periodic care.
COMPONENT

CARE INSTRUCTIONS
After each use, wipe both sides of the lenses and all parts of the frame
with the cloth bag provided.

Frames

CAUTIONS:
• Do NOT use any sprays, solvents, chemicals, or cleaning solutions
containing alcohol, ammonia or abrasives.
• Do NOT allow liquids to spill into any openings.

Cloth bag

1. Launder by hand with cold water.
2. Hang to dry.

REPLACEMENT PARTS AND ACCESSORIES
Replacement parts and accessories can be ordered through Bose customer service.
Visit: worldwide.Bose.com/Support/Frames

LIMITED WARRANTY
The frames are covered by a limited warranty. Visit our website at
global.Bose.com/warranty for details of the limited warranty.
To register your product, visit global.Bose.com/register for instructions.
Failure to register will not affect your limited warranty rights.
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Care and M aintenance

SERIAL AND REFERENCE NUMBER LOCATIONS
The serial number is located on the inner left temple, and the reference number is
located on the inner right temple.

Reference number

Serial number
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T R OUBL ESHOOTI N G

TRY THESE SOLUTIONS FIRST
If you experience problems with the frames, try these solutions first:
• Power on the frames (see page 12).
• Check the state of the status light (see page 19).
• Make sure your mobile device supports Bluetooth pairing (see page 21).
• Download the Bose Connect app and run available software updates.
• Charge the battery (see page 18).
• Increase the volume on your mobile device and music app.
• Connect another mobile device (see page 21).

OTHER SOLUTIONS
If you could not resolve your issue, see the table below to identify symptoms and
solutions to common problems. If you are unable to resolve your issue, contact
Bose customer service.
Visit: worldwide.Bose.com/contact
PROBLEM

WHAT TO DO
On your device:
• Turn the Bluetooth feature off and then on.
• Delete the frames from the Bluetooth list on your device.
Connect again (see page 21).

Frames don’t connect
with mobile device

Move your device closer to the frames and away from any
interference or obstructions.
Connect a different mobile device (see page 21).
Visit: worldwide.Bose.com/Support/Frames to see
how-to videos.
Clear the frames device list (see page 23). Connect again.

Bose Connect app
doesn’t work on device

Make sure the Bose Connect app is compatible with your device.
Visit: worldwide.Bose.com/Support/Frames
Uninstall the Bose Connect app on your device then reinstall the
app (see page 21).
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T roubleshooting

PROBLEM

WHAT TO DO
Press play on your mobile device to make sure audio is playing.

No sound

Move your device closer to the frames and away from any
interference or obstruction.
Use a different music source.
Connect a different device (see page 21).
Use a different music source.
Connect a different mobile device.

Poor sound quality

Move the device closer to the frames and away from any
interference or obstructions.
Turn off any audio enhancement features on the device or
music app.
Make sure the pins on the charging cable are correctly aligned
with the charging port on the frames and magnetically snapped
into place.
Secure both ends of the charging cable.

Frames don’t charge

If the frames have been exposed to high or low temperatures,
let the frames return to room temperature and then try
charging again.
Disconnect the charging cable from the frames and from your
USB wall charger or computer. Wait 10 seconds then reconnect
the charging cable (see page 18).
Try a different USB wall charger or computer.

Microphone isn’t picking
up sound

Make sure the microphone opening on the right temple is
not blocked.
Try another phone call.
Try another compatible device.
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T roubleshooting

PROBLEM

WHAT TO DO
For multi-press functions: vary speed of presses.
Make sure your music app supports the function.
Power off and then power on your frames.

Device not responding to
button presses

On your device:
• Turn the Bluetooth feature off and then on.
• Delete the frames from the Bluetooth list on your device.
Connect again (see page 22).
Try another compatible device.
Make sure the frames are up to date. Download the
Bose Connect app.

Can’t adjust volume
using the frames

In the Bose Connect app, make sure Press & Turn volume
control is on. You can access this option from the Settings menu.
To avoid accessing voice control (see page 17), make sure you
turn your head while pressing the button.

29

|

ENG

ค�ำแนะน�ำด้านความปลอดภัยที่ส�ำคัญ

โปรดอ่านและเก็บคำ�แนะนำ�ด้านความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย และการใช้งาน
ทั้งหมดไว้
คำ�แนะนำ�ด้านความปลอดภัยที่ส�ำ คัญ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

โปรดอ่านค�ำแนะน�ำเหล่านี้
จดจ�ำค�ำแนะน�ำเหล่านี้ไว้
ใส่ใจในค�ำเตือนทั้งหมด
ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำทั้งหมด
อย่าใช้อุปกรณ์นี้ใกล้กับน�้ำ
ท�ำความสะอาดด้วยผ้าแห้งเท่านั้น
ใช้แต่อุปกรณ์ต่อ/อุปกรณ์เสริมที่ผู้ผลิตระบุเท่านั้น
ถอดปลั๊กอุปกรณ์นี้ระหว่างฝนฟ้าคะนองหรือเมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน
น�ำผลิตภัณฑ์เข้ารับการซ่อมแซมทั้งหมดจากช่างผู้ช�ำนาญเท่านั้น การเข้ารับบริการซ่อมแซมเป็นสิ่งจ�ำเป็นเมื่ออุปกรณ์
เกิดความเสียหายไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง เช่น สายไฟหรือปลั๊กเสียหาย ของเหลวหกรดหรือวัสดุแปลกปลอมตกหล่นเข้าไป
ในอุปกรณ์ อุปกรณ์ถูกฝนหรือความชื้น ไม่ทำ� งานตามปกติ หรืออุปกรณ์ตกหล่น

คำ�เตือน/ข้อควรระวัง
• อย่าใช้แว่นกันแดดที่ระดับเสียงดังมากเป็นระยะเวลานาน
––เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการได้ยินบกพร่อง ใช้แว่นกันแดดของคุณในระดับเสียงปานกลางและเหมาะสม
––ลดระดับเสียงบนอุปกรณ์ของคุณลงก่อนสวมแว่นกันแดดหรือขยับแว่นกันแดดเข้าใกล้หูของคุณ จากนั้น เพิ่มระดับเสียง

ทีละนิดจนกระทั่งคุณได้ยินระดับเสียงที่พอเหมาะส�ำหรับการฟัง

• ใช้งานด้วยความระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้โทรศัพท์มือถือระหว่างการขับขี่
• ให้ความสนใจในความปลอดภัยของตัวคุณเองและของบุคคลอื่น หากคุณใช้แว่นกันแดดในขณะที่ทำ� กิจกรรมใดๆ ที่ต้องให้

ความสนใจเป็นพิเศษ เช่น ระหว่างขับขี่จักรยานหรือเดิน หรืออยู่ใกล้ถนน สถานที่ก่อสร้าง หรือรางรถไฟ ฯลฯ ถอดแว่น
กันแดดออกหรือปรับระดับเสียงให้เบาลง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณสามารถได้ยินเสียงแวดล้อม รวมถึงเสียงเตือนภัยและสัญลักษณ์
แจ้งเตือน
• อย่าใช้แว่นกันแดด หากมีเสียงรบกวนดังผิดปกติเกิดขึ้น หากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น ปิดแว่นกันแดด และติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
ของ Bose
• อย่าจุ่มน�้ำหรือวางแว่นกันแดดอยู่ในที่โล่งโดนฝนหรือโดนน�้ำ หรือสวมแว่นกันแดดในขณะเล่นกีฬาทางน�ำ 
้ เช่น ว่ายน�้ำ สกีน�้ำ 
กระดานโต้คลื่น ฯลฯ
• ถอดแว่นกันแดดออกทันทีหากคุณรู้สึกถึงความร้อน หรือสัญญาณเสียงขาดหายไป
ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยชิ้นส่วนขนาดเล็ก ซึ่งอาจท�ำให้เกิดอันตรายจากการส�ำลัก ไม่เหมาะส�ำหรับเด็กอายุต�่ำกว่า 3 ปี
ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยวัสดุแม่เหล็ก ปรึกษาแพทย์ว่าสิ่งนี้อาจส่งผลต่อการใช้งานอุปกรณ์การแพทย์ที่ปลูกถ่าย
ของคุณหรือไม่
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ค�ำแนะน�ำด้านความปลอดภัยที่ส�ำคัญ
• เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าดูด อย่าให้ผลิตภัณฑ์ถูกฝนหรือความชื้น
• อย่าวางผลิตภัณฑ์นี้ในบริเวณที่มีน�้ำหยดหรือกระเด็น และไม่ควรวางภาชนะบรรจุของเหลว เช่น แจกัน ไว้บนหรือใกล้กับเครื่อง
• วางผลิตภัณฑ์ให้อยู่ห่างจากไฟและแหล่งที่ก่อให้เกิดความร้อน อย่าวางสิ่งที่ลุกไหม้ใดๆ เช่น เทียนไขที่จุดไฟ ไว้บนหรือใกล้กับ

ผลิตภัณฑ์

• อย่าดัดแปลงผลิตภัณฑ์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาต
• ใช้ผลิตภัณฑ์นี้กับแหล่งจ่ายไฟที่ผ่านการอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ตรงตามระเบียบข้อบังคับในท้องถิ่นเท่านั้น
(เช่น UL, CSA, VDE, CCC)
• อย่าให้ผลิตภัณฑ์ที่มีแบตเตอรี่ถูกความร้อนสูงเกินไป (เช่น จัดเก็บในที่ที่ถูกแสงแดดจัด ไฟ หรืออื่นๆ คล้ายกันนี)้
• อย่าสวมแว่นกันแดดขณะชาร์จ
• หลังจากใช้งานแต่ละครั้ง ใช้ถุงผ้าที่ให้มาหรือผ้าแห้งเช็ดเลนส์ทั้งสองด้านและชิ้นส่วนทุกชิ้นของแว่นกันแดด
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ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ
หมายเหตุ: อุปกรณ์นี้ผ่านการทดสอบและพบว่าตรงตามข้อจ�ำกัดส�ำหรับอุปกรณ์ดิจิตอล คลาส B ตามส่วน 15 ของระเบียบ
FCC ข้อจ�ำกัดนี้ก�ำหนดขึ้นเพื่อให้การป้องกันที่เหมาะสมจากการรบกวนที่เป็นอันตรายในการติดตั้งในที่พักอาศัย อุปกรณ์นี้

ก่อให้เกิด ใช้ และสามารถแผ่พลังงานความถี่วิทยุ และหากติดตั้งและใช้งานไม่ตรงตามค�ำแนะน�ำ อาจเป็นสาเหตุให้เกิดการ
รบกวนที่เป็นอันตรายกับการสื่อสารทางวิทยุ อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับประกันว่าการรบกวนนี้จะไม่เกิดขึ้นในการติดตั้งแบบใด
แบบหนึ่ง หากอุปกรณ์นี้ก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายกับการรับสัญญาณวิทยุหรือโทรทัศน์ ซึ่งสามารถพิจารณาได้จาก
การลองปิดและเปิดอุปกรณ์ ขอแนะน�ำให้ผู้ใช้ลองแก้ไขการรบกวนดังกล่าว ด้วยวิธีการต่อไปนี้
• เปลี่ยนทิศทางหรือต�ำแหน่งของเสาอากาศ
• เพิ่มระยะห่างระหว่างอุปกรณ์และเครื่องรับสัญญาณ
• เสียบปลั๊กอุปกรณ์นี้กับเต้ารับไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้สายร่วมกับเครื่องรับสัญญาณ
• ติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากตัวแทนจ�ำหน่ายหรือช่างเทคนิคด้านวิทยุ/โทรทัศน์ที่มีประสบการณ์
การแก้ไขหรือดัดแปลงอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยตรงจาก Bose Corporation อาจท�ำให้ผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์ใช้งานอุปกรณ์นี้อีกต่อไป
อุปกรณ์นี้สอดคล้องตามส่วน 15 ของระเบียบ FCC และมาตรฐาน RSS ที่ได้รับการยกเว้นใบอนุญาต ISED Canada การท�ำงาน
ของอุปกรณ์ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข 2 ประการ ดังนี้ (1) อุปกรณ์นี้ต้องไม่ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตราย และ (2) อุปกรณ์นี้
ต้องยอมรับสัญญาณรบกวนทุกชนิดที่ได้รับ รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจท�ำให้เกิดการท�ำงานที่ไม่พึงประสงค์
อุปกรณ์นี้สอดคล้องตามข้อจ�ำกัดความเสี่ยงต่ออันตรายจากรังสีของ FCC และ ISED Canada ตามที่ประกาศไว้ส�ำหรับ
ประชาชนทั่วไป ต้องไม่ใช้งานหรือตั้งเครื่องส่งร่วมกับเสาอากาศหรือเครื่องส่งสัญญาณอื่นใด
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

กฎระเบียบ PPE (EU) 2016/425
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ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ
กฎระเบียบการจัดการส�ำหรับอุปกรณ์ความถี่วิทยุก�ำลังต�่ำ

มาตรา 12
ตาม “กฎระเบียบในการบริหารจัดการส�ำหรับอุปกรณ์ความถี่วิทยุกำ� ลังต�่ำ” โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก NCC บริษัท กิจการ หรือ
ผู้ใช้ไม่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนความถี่ ปรับปรุงก�ำลังการส่งสัญญาณ หรือแก้ไขลักษณะเฉพาะตลอดจนถึงประสิทธิภาพดั้งเดิม
ของอุปกรณ์ความถี่วิทยุก�ำลังต�่ำที่ได้รับอนุมัติ
มาตรา 15
อุปกรณ์ความถี่วิทยุกำ� ลังต�่ำไม่ควรมีผลต่อความปลอดภัยของเครื่องบิน และรบกวนการสื่อสารตามกฎหมาย หากไม่เป็นเช่นนั้น
ผู้ใช้ควรยุติการใช้งานทันทีจนกว่าจะไม่มีสัญญาณรบกวนอีกต่อไป การสื่อสารตามกฎหมายที่กล่าวข้างต้นหมายถึงการสื่อสาร
ทางวิทยุที่ด�ำเนินการสอดคล้องกับกฎหมายโทรคมนาคม
อุปกรณ์ความถี่วิทยุกำ� ลังต�่ำต้องยอมรับการรบกวนจากระบบการสื่อสารตามกฎหมายหรืออุปกรณ์ที่ปล่อยคลื่นวิทยุ ISM
อย่าพยายามถอดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบชาร์จได้ออกจากผลิตภัณฑ์นี้ ในกรณีที่ต้องการถอดแบตเตอรี่ดังกล่าวออก
โปรดติดต่อร้านค้าปลีกของ Bose ในท้องถิ่นของคุณหรือผู้ช�ำนาญการอื่นๆ
โปรดทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วให้เหมาะสม ตามระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่น  อย่าเผาแบตเตอรี่
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ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ
• ผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องตาม ANSI Z80.3, AS/NZS 1067.1 และ EN ISO 12312-1
• ไม่แนะน�ำให้ใส่แว่นกันแดดเลนส์สีส�ำหรับขับรถตอนกลางคืน
• ไม่เหมาะส�ำหรับใส่ขับรถในช่วงพลบค�ำ่ หรือกลางคืน
• ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการออกแบบมาให้กันรังสี UVA และ UVB ได้มากกว่า 99% ผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องตาม ANSI Z80.3
• ควรใช้เฉพาะเลนส์ที่ได้รับการรับรองจาก Bose เท่านั้นกับผลิตภัณฑ์ Alto หรือ Rondo
• ไม่ใช้มองไปที่พระอาทิตย์โดยตรง
• ไม่ใช้ป้องกันจากแหล่งก�ำเนิดแสงประดิษฐ์ เช่น โซลาเรีย
• ไม่ใช้เป็นแว่นตานิรภัยป้องกันการกระทบกระแทก
• เมื่อไม่ได้ใช้งาน ให้จัดเก็บผลิตภัณฑ์ในกล่องบรรจุที่ให้มาด้วย
• ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า Bose ส�ำหรับแหล่งจ่ายไฟที่เปลี่ยนแทนหรือเลนส์ เยี่ยมชม: worldwide.Bose.com/Support/Frames

หมวดหมู่เลนส์ของออสเตรเลีย: 1067.1 CAT. 2
ให้การป้องกันแสงสะท้อนที่ดี

ระดับการป้องกันรังสี UV: ป้องกันรังสี UV 400
จ�ำนวน: 1 ชิ้น
ตารางข้อจ�ำกัดสารที่เป็นอันตรายของจีน
ชื่อและปริมาณสารหรือองค์ประกอบที่เป็นพิษหรือเป็นอันตราย
สารและองค์ประกอบที่เป็นพิษหรือเป็นอันตราย
ชื่อชิ้นส่วน

ตะกั่ว
(Pb)

ปรอท
(Hg)

แคดเมียม

(CR(VI))

โพลีโบรมิเนตเต็ด
ไบเฟนิล

โพลีโบรมิเนตเต็ด
ไดฟีนิลอีเธอร์

โครเมียม 6

(Cd)

(PBB)

(PBDE)

PCB

X

O

O

O

O

O

ชิ้นส่วนโลหะ

X

O

O

O

O

O

ชิ้นส่วนพลาสติก

O

O

O

O

O

O

ล�ำโพง

X

O

O

O

O

O

สาย

X

O

O

O

O

O

ตารางนี้ได้รับการจัดเตรียมตามข้อก�ำหนดของ SJ/T 11364
O: หมายความว่าสารพิษหรือสารอันตรายนี้ที่อยู่ในวัสดุทั้งหมดที่เป็นเนื้อเดียวกันส�ำหรับชิ้นส่วนนี้มีปริมาณต�่ำกว่า
ข้อก�ำหนดขีดจ�ำกัดของ GB/T 26572
X: หมายความว่าสารพิษหรือสารอันตรายนี้ที่อยู่ในวัสดุที่เป็นเนื้อเดียวกันอย่างน้อยหนึ่งชิ้นที่ใช้ส�ำหรับชิ้นส่วนนี้
มีปริมาณสูงกว่าข้อก�ำหนดขีดจ�ำกัดของ GB/T 26572
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ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ
โปรดกรอกข้อมูลและเก็บไว้เป็นบันทึกของคุณ

หมายเลขซีเรียลและหมายเลขรุ่นติดอยู่ที่ขาแว่นด้านซ้าย
หมายเลขซีเรียล: ____________________________________________________________________
หมายเลขรุ่น: BMD0008
โปรดเก็บใบเสร็จรับเงินไว้กับคู่มือผู้ใช้ ในตอนนี้ คุณควรลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ Bose ของคุณ ซึ่งคุณสามารถด�ำเนินการได้
อย่างง่ายดายโดยไปที่ global.Bose.com/register
วันที่ผลิต: ตัวเลขหลักที่ 8 ในหมายเลขซีเรียลระบุถึงปีที่ผลิต หมายเลข “0” หมายถึงปี ค.ศ. 2010 หรือปี ค.ศ. 2020
ผู้น�ำเข้าของจีน: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riying Road,

China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

ผู้น�ำเข้าของ EU: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands
ผู้น�ำเข้าของไต้หวัน: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104,
หมายเลขโทรศัพท์ของไต้หวัน: +886-2-2514 7676
ผู้น�ำเข้าของเม็กซิโก: Bose de México, S. de R.L. de C.V. , Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec,
11000 México, D.F. หมายเลขโทรศัพท์: +5255 (5202) 3545
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ข้อมูลด้านกฎหมาย
ข้อมูลด้านความปลอดภัย

ผ ลิตภัณฑ์นี้สามารถรับอัพเดตความปลอดภัยจาก Bose โดยอัตโนมัติเมื่อเชื่อมต่อกับแอพพลิเคชั่น Bose Connect
เพื่อที่จะรับอัพเดตความปลอดภัยผ่านทางแอพพลิเคชั่นอุปกรณ์เคลื่อนที่ คุณต้องด�ำเนินการขั้นตอนการตั้งค่า
ผลิตภัณฑ์ในแอพพลิเคชั่น Bose Connect ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคุณไม่ได้ด�ำเนินการขั้นตอนการตั้งค่าจนเสร็จ
สมบูรณ์ คุณจะต้องรับผิดชอบในการติดตั้งอัพเดตความปลอดภัยที่ Bose เผยแพร่ทาง btu.bose.com

Apple, โลโก้ Apple, และ Siri เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ และประเทศอื่นๆ App Store
เป็นเครื่องหมายบริการของ Apple Inc.
ข้อความแสดงชื่อและโลโก้ Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. และการใช้เครื่องหมาย
เหล่านั้นโดย Bose Corporation อยู่ภายใต้การอนุญาต
Google และ Google Play เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC
Bose และ Bose Frames เป็นเครื่องหมายการค้าของ Bose Corporation
ส�ำนักงานใหญ่ Bose Corporation: 1-877-230-5639
้ แก้ไข เผยแพร่ ส่วนหนึ่งส่วนใดของเอกสารนี้ หรือน�ำไปใช้งานใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต
©2020 Bose Corporation ห้ามท�ำซ�ำ 
เป็นลายลักษณ์อักษร
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สิ่งที่มีอยู่ภายในกล่อง

สิ่งที่อยู่ในกล่อง
ตรวจดูว่าคุณได้รับอุปกรณ์ต่อไปนี้ครบถ้วน:

แว่นกันแดด Bose

กล่องบรรจุเพื่อพกพา

สายชาร์จ

ถุงผ้า

หมายเหตุ: หากส่วนหนึ่งส่วนใดของอุปกรณ์ได้รับความเสียหาย อย่าใช้อุปกรณ์นี้ ให้ติดต่อตัวแทนจ�ำหน่ายของ
Bose หรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Bose
เยี่ยมชม: worldwide.Bose.com/Support/Frames
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ส่วนควบคุมแว่นกันแดด

เปิดแว่นกันแดด
ควบคุมการเล่นสื่อ
ควบคุมระดับเสียงกดและหัน
ควบคุมฟังก์ชัน Bluetooth
ควบคุมฟังก์ชันการโทร

เปิดเครื่อง
กดปุ่มที่ขาแว่นด้านขวา
ไฟแสดงสถานะจะสว่างขึ้นมาเป็นสีขาวนาน 2 วินาทีแล้วติดสว่างตามสถานะการเชื่อมต่อ Bluetooth (ดูหน้า 19)
ข้อความเสียงแจ้งจะประกาศระดับแบตเตอรี่และสถานะการเชื่อมต่อ Bluetooth

ไฟแสดงสถานะ
เปิดเครื่อง
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ส่วนควบคุมแว่นกันแดด

ปิดเครื่อง
พลิกกลับแว่นกันแดดประมาณ 2 วินาที
ไฟแสดงสถานะสีขาวจะสว่างขึ้นมาแล้วดับลง
หมายเหตุ: หลังจากแว่นกันแดดปิด คุณสามารถเคลื่อนย้ายแว่นกันแดดได้

ปิดอัตโนมัติ
การปิดอัตโนมัติจะช่วยสงวนรักษาแบตเตอรี่ขณะที่แว่นกันแดดไม่ได้ใช้งาน แว่นกันแดดปิดท�ำงานเมื่อเสียงหยุด
และคุณไม่ได้เคลื่อนย้ายแว่นกันแดดนาน 5 นาที
หากต้องการเปิดแว่นกันแดด กดปุ่มที่ขาแว่นด้านขวา

เปิดเครื่อง
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ส่วนควบคุมแว่นกันแดด

ฟังก์ชันต่างๆ ของแว่นกันแดด
ฟังก์ชันการเล่นสื่อ
ปุ่มบนขาแว่นด้านขวาท�ำหน้าที่ควบคุมการเล่นสื่อ

ควบคุมการเล่นสื่อ

ฟังก์ชัน

สิ่งที่ต้องท�ำ

เล่น/หยุดชั่วคราว

กดหนึ่งครั้ง

ข้ามไปข้างหน้า

กดสองครั้ง

ข้ามย้อนกลับ

กดสามครั้ง
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ส่วนควบคุมแว่นกันแดด

ฟังก์ชันระดับเสียง
คุณสามารถปรับระดับเสียงโดยใช้ส่วนควบคุมระดับเสียงกดและหัน หรือใช้ส่วนควบคุมระดับเสียงบนอุปกรณ์
เคลื่อนที่ของคุณ
หมายเหตุ:
• หากต้องการใช้ส่วนควบคุมระดับเสียงกดและหัน ให้ตรวจสอบว่าแว่นกันแดดเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดแล้ว
• ตรวจสอบว่าส่วนควบคุมระดับเสียงกดและหันเปิดอยู่ในแอพพลิเคชั่น Bose Connect คุณสามารถเข้าถึงตัว
เลือกนี้จากเมนูการตั้งค่า

ใช้ส่วนควบคุมระดับเสียงกดและหัน
ฟังก์ชัน

สิ่งที่ต้องท�ำ
กดปุ่มนี้ค้างไว้พร้อมทั้งหันหน้าของคุณไปทางขวา ปล่อยปุ่มเพื่อตั้งระดับเสียง

เพิ่มระดับเสียง

คุณจะได้ยินเสียงเตือนเมื่อระดับเสียงถึงค่าสูงสุด
กดปุ่มนี้ค้างไว้พร้อมทั้งหันหน้าของคุณไปทางซ้าย ปล่อยปุ่มเพื่อตั้งระดับเสียง

ลดระดับเสียง

คุณจะได้ยินเสียงเตือนเมื่อระดับเสียงถึงค่าต�ำ่ สุด

หมายเหตุ: หากต้องการเปลี่ยนระดับเสียงในช่วงค่าที่มากขึ้น ให้หันหน้าของคุณช้าๆ
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ส่วนควบคุมแว่นกันแดด

ฟังก์ชันการโทร
ปุ่มของฟังก์ชันการโทรและไมโครโฟนอยู่ที่ด้านหลังของขาแว่นด้านขวา

ควบคุมการสนทนาทางโทรศัพท์
ไมโครโฟน

ฟังก์ชัน

สิ่งที่ต้องท�ำ

รับสาย

กดหนึ่งครั้ง

วางสาย

กดหนึ่งครั้ง

ปฏิเสธสายเรียกเข้า

กดค้างไว้ 1 วินาที

รับสายเรียกเข้าสายที่สอง
และพักสายที่ใช้อยู่

ในขณะที่ใช้สาย กดหนึ่งครั้ง

ปฏิเสธสายเรียกเข้าสายที่สอง
และคงอยู่ในสายที่ใช้อยู่

ในขณะที่ใช้สาย กดค้างไว้ 1 วินาที

สลับระหว่างสองสาย

ขณะมีสองสายใช้งานอยู่ กดสองครั้ง

สร้างการประชุมทางโทรศัพท์

ในขณะที่ใช้สายอยู่สองสาย กดค้างไว้ 1 วินาที

หมายเหตุ: หากต้องการปรับระดับเสียงในขณะใช้สาย ดู “ฟังก์ชันระดับเสียง” ที่หน้า 15
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ส่วนควบคุมแว่นกันแดด

เข้าใช้งานการควบคุมด้วยเสียง
ไมโครโฟนของแว่นกันแดดท�ำหน้าที่เป็นสายต่อของไมโครโฟนบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ เมื่อใช้ปุ่มที่ขาแว่น
ด้านขวา คุณจะเข้าถึงความสามารถในการควบคุมด้วยเสียงบนอุปกรณ์ของคุณเพื่อโทรออก/รับสาย หรือขอให้ Siri
หรือ Google Assistant เล่นเพลง รายงานสภาพอากาศ แจ้งผลการแข่งขันกีฬา และอื่นๆ อีกมากมาย
กดปุ่มค้างไว้เพื่อเข้าถึงการควบคุมด้วยเสียงบนอุปกรณ์ของคุณ
คุณจะได้ยินเสียงแจ้งว่าการควบคุมด้วยเสียงท�ำงานแล้ว

เข้าถึงการควบคุมด้วยเสียง

หมายเหตุ: หากต้องการปรับระดับเสียงในขณะใช้การควบคุมด้วยเสียง ดู “ฟังก์ชันระดับเสียง” ที่หน้า 15
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แบตเตอรี่

ชาร์จแว่นกันแดด
1.

จัดวางขาที่สายชาร์จให้ตรงกับช่องชาร์จที่ขาแว่นด้านขวา
หมายเหตุ: ขาชาร์จต้องวางตรงกันอย่างถูกต้องกับช่องชาร์จเพื่อให้ชาร์จแว่นกันแดดได้ส�ำเร็จ

2.

ค่อยๆ กดขาชาร์จเข้ากับช่องชาร์จจนกระทั่งถูกยึดด้วยแม่เหล็ก

3.

เชื่อมต่อปลายสายอีกด้านหนึ่งเข้ากับอุปกรณ์ชาร์จ USB ที่ผนัง หรือคอมพิวเตอร์ที่เปิดเครื่องอยู่
ข้อควรระวัง: ใช้ผลิตภัณฑ์นี้กับแหล่งจ่ายไฟที่ผ่านการอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ตรงตามระเบียบ
ข้อบังคับในท้องถิ่นเท่านั้น (เช่น UL, CSA, VDE, CCC)
ขณะชาร์จ ไฟแสดงสถานะจะกะพริบเป็นสีขาว (ดูหน้า 19) เมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว ไฟแสดงสถานะ
จะสว่างเป็นสีขาวนิ่ง

หมายเหตุ:
• แว่นกันแดดไม่เล่นเสียงขณะชาร์จ
• อย่าสวมแว่นกันแดดขณะชาร์จ

ตรวจสอบระดับแบตเตอรี่ของแว่นกันแดด

ทุกครั้งที่คุณเปิดแว่นกันแดด จะมีเสียงแจ้งระดับประจุแบตเตอรี่
หมายเหตุ: ขณะใช้แว่นกันแดด เสียงแจ้งจะดังหากจ�ำเป็นต้องชาร์จแบตเตอรี่
• ดูที่มุมขวาล่างของหน้าจอแรกในแอพพลิเคชั่น Bose Connect
• ถ้าเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Apple อุปกรณ์จะแสดงระดับแบตเตอรี่ของแว่นกันแดดไว้ที่บริเวณมุมขวาบนของหน้าจอ
และที่ศูนย์แจ้งเตือน
•
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สถานะแว่นกันแดด
ไฟแสดงสถานะอยู่ที่ขาแว่นด้านขวา

ไฟแสดงสถานะ

สถานะการเชื่อมต่อ BLUETOOTH
แสดงสถานะการเชื่อมต่อ Bluetooth ส�ำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
การท�ำงานของไฟแสดงสถานะ

สถานะระบบ

สีขาวกะพริบช้าๆ

พร้อมเชื่อมต่อ/ก�ำลังเชื่อมต่อ

สีขาวกะพริบเร็ว

เชื่อมต่อแล้ว

สถานะการชาร์จ
แสดงระดับประจุแบตเตอรี่เมื่อแว่นกันแดดเชื่อมต่อกับกระแสไฟ
การท�ำงานของไฟแสดงสถานะ

สถานะระบบ

สีขาวสว่างนิ่ง

มีประจุเต็ม

สีขาวกะพริบ

ก�ำลังชาร์จ
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เสียงแจ้ง
เสียงแจ้งจะแนะน�ำคุณตลอดขั้นตอนการเชื่อมต่อ Bluetooth ทั้งยังแจ้งระดับแบตเตอรี่ และระบุอุปกรณ์
ที่เชื่อมต่ออยู่

การแจ้งเตือนของเสียงแจ้ง
การแจ้งเตือนสายเรียกเข้า
เสียงแจ้งเตือนบอกผู้โทรเข้าและสถานะการโทร

การแจ้งเตือนแบตเตอรี่
ทุกครั้งที่คุณเปิดแว่นกันแดด จะมีเสียงแจ้งระดับประจุแบตเตอรี่ เมื่อคุณใช้แว่นกันแดดและแบตเตอรี่อ่อน
คุณจะได้ยินเสียงเตือน “แบตเตอรี่อ่อน โปรดชาร์จทันที”

ปิดใช้งานเสียงแจ้ง
ใช้แอพพลิเคชั่น Bose Connect เพื่อปิดใช้งานและเปิดใช้งานเสียงแจ้งอีกครั้ง
หมายเหตุ: การปิดใช้งานเสียงแจ้งจะเป็นการปิดการแจ้งด้วยเสียง
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การเชื่อมต่อ B LU E TO OT H
เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth ช่วยให้คุณสามารถสตรีมเพลงจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต
และคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป ก่อนที่คุณจะสามารถเล่นเสียงจากอุปกรณ์เครื่องหนึ่ง คุณต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์กับ
แว่นกันแดดของคุณ

เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณโดยใช้แอพพลิเคชั่น BOSE CONNECT
(แนะน�ำ)
ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น Bose Connect และท�ำตามค�ำแนะน�ำของแอพพลิเคชั่น

BOSE
CONNECT

เมื่อเชื่อมต่อแล้ว คุณจะได้ยินเสียง "เชื่อมต่อกับ <ชื่อ อุปกรณ์เคลื่อนที>่ แล้ว” และไฟแสดงสถานะเป็นสีขาวกะพริบ
รวดเร็วนาน 2 วินาทีแล้วดับลง
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การเชื่อมต่อ B LU E TO OT H

เชื่อมต่อโดยใช้เมนู BLUETOOTH บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ
1.

ปิดแว่นกันแดด (ดูหน้า 13)

2.

กดปุ่มที่ขาแว่นด้านขวาค้างไว้จนกว่าจะได้ยินเสียง “พร้อมเชื่อมต่อ” แล้วไฟแสดงสถานะสีขาวจะกะพริบ
ขึ้นมาช้าๆ

ไฟแสดงสถานะ
เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่
3.

เปิดใช้งานคุณสมบัติ Bluetooth บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ
เคล็ดลับ: คุณสมบัติ Bluetooth จะพบได้ในเมนูการตั้งค่า

4.

เลือกแว่นกันแดดของคุณจากรายการอุปกรณ์
เคล็ดลับ: ค้นหาชื่อแว่นกันแดดที่คุณป้อนในแอพพลิเคชั่น Bose Connect หากคุณไม่ได้ป้อนชื่อ
แว่นกันแดดของคุณ ชื่อที่เป็นค่าเริ่มต้นจะปรากฎขึ้น

BOSE FRAMES

เมื่อเชื่อมต่อแล้ว คุณจะได้ยินเสียง “เชื่อมต่อกับ <ชื่อ อุปกรณ์เคลื่อนที>่ แล้ว” และไฟแสดงสถานะเป็นสีขาว
กะพริบรวดเร็วนาน 2 วินาทีแล้วดับลง
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การเชื่อมต่อ B LU E TO OT H

ตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่
ใช้แอพพลิเคชั่น Bose Connect เพื่อตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ
เคล็ดลับ: คุณยังสามารถใช้การตั้งค่า Bluetooth เพื่อตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณ การปิดใช้งานคุณสมบัติ
Bluetooth จะตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นๆ ทั้งหมด

เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่อีกครั้ง
เมื่อเปิด แว่นกันแดดจะพยายามเชื่อมต่ออีกครั้งกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อล่าสุด
หมายเหตุ: อุปกรณ์ต้องอยู่ภายในระยะท�ำงาน (30 ฟุตหรือ 9 ม.) และเปิดอยู่

ล้างรายการอุปกรณ์แว่นกันแดด
1.

ปิดแว่นกันแดด (ดูหน้า 13)

2.

กดปุ่มที่ขาแว่นด้านขวาค้างไว้ 10 วินาทีจนกว่าจะได้ยินเสียง “ล้างรายการอุปกรณ์ Bluetooth แล้ว”
และไฟแสดงสถานะสีขาวกะะพริบขึ้นมาช้าๆ

3.

ลบแว่นกันแดดของคุณจากรายการ Bluetooth บนอุปกรณ์
อุปกรณ์ทั้งหมดจะถูกล้าง และแว่นกันแดดพร้อมส�ำหรับการเชื่อมต่อ
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การดูแลรักษา

จัดเก็บแว่นกันแดด
แว่นกันแดดสามารถพับเก็บได้เพื่อการจัดเก็บที่ง่ายและสะดวก
1.

พับขาแว่นเก็บเข้าหาเลนส์ เพื่อให้ขาแว่นแบนราบ

2.

เก็บแว่นกันแดดลงในกล่องโดยให้เลนส์หันไปทางด้านหน้ากล่อง

หมายเหตุ:
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดแว่นกันแดดเมื่อไม่ใช้งาน
• ก่อนจัดเก็บแว่นกันแดดไว้หลายๆ เดือน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชาร์จแบตเตอรี่ไว้เต็มแล้ว
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ดูแลแว่นกันแดด
แว่นกันแดดและถุงผ้าอาจจ�ำเป็นต้องดูแลรักษาเป็นครั้งคราว
ส่วนประกอบ

ค�ำแนะน�ำการดูแลรักษา

แว่นกันแดด

หลังจากใช้งานแต่ละครั้ง ใช้ถุงผ้าที่ให้มาเช็ดเลนส์ทั้งสองข้างและชิ้นส่วนทุกชิ้นของแว่นกันแดด
ข้อควรระวัง:
• อย่าใช้สเปรย์ สารละลาย สารเคมี หรือสารท�ำความสะอาดที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์
แอมโมเนีย หรือผงขัดท�ำความสะอาด
• อย่าให้ของเหลวหกลงในช่องเปิดใดๆ

ถุงผ้า

1. ใช้น�้ำเย็นล้างท�ำความสะอาด
2. แขวนทิ้งไว้ให้แห้ง

ชิ้นส่วนส�ำหรับเปลี่ยนและอุปกรณ์เสริม
ชิ้นส่วนส�ำหรับเปลี่ยนและอุปกรณ์เสริมสามารถสั่งซื้อได้จากฝ่ายบริการลูกค้าของ Bose
เยี่ยมชม: worldwide.Bose.com/Support/Frames

การรับประกันแบบจ�ำกัด
แว่นกันแดดได้รับความคุ้มครองจากการรับประกันแบบจ�ำกัด เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่
global.Bose.com/warranty ส�ำหรับรายละเอียดของการรับประกันแบบจ�ำกัด
หากต้องการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณ โปรดเยี่ยมชม global.Bose.com/register ส�ำหรับค�ำแนะน�ำ 
แม้จะไม่ดำ� เนินการดังกล่าวก็จะไม่มีผลต่อการรับประกันแบบจ�ำกัดของคุณ
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ต�ำแหน่งหมายเลขซีเรียลและหมายเลขอ้างอิง
หมายเลขซีเรียลอยู่ที่ขาแว่นด้านซ้ายด้านใน และหมายเลขอ้างอิงอยู่ที่ขาแว่นด้านขวาด้านใน

หมายเลขอ้างอิง

หมายเลขซีเรียล
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การแก้ปัญหา

ลองใช้วิธีแก้ปัญหาต่อไปนี้ก่อน
หากคุณประสบปัญหากับแว่นกันแดด ลองใช้วิธีแก้ปัญหาเหล่านี้ก่อน:
• เปิดแว่นกันแดด (ดูหน้า 12)
• ตรวจสอบสถานะของไฟแสดงสถานะ (ดูหน้า 19)
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณสนับสนุนการจับคู่ Bluetooth (ดูหน้า 21)
• ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น Bose Connect และเรียกใช้งานอัพเดตซอฟต์แวร์ที่พร้อมใช้งาน
• ให้ดำ� เนินการชาร์จแบตเตอรี่ (ดูหน้า 18)
• เพิ่มระดับเสียงบนอุปกรณ์เคลื่อนที่และแอพพลิเคชั่นเพลงของคุณ
• เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่เครื่องอื่น (ดูหน้า 21)

วิธีแก้ปัญหาอื่นๆ
หากคุณไม่สามารถแก้ปัญหาของคุณได้ โปรดดูตารางด้านล่างเพื่อระบุอาการและวิธีแก้ปัญหาส�ำหรับปัญหาทั่วไป
หากคุณยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Bose
เยี่ยมชม: worldwide.Bose.com/contact
ปัญหา

สิ่งที่ต้องท�ำ

แว่นกันแดดไม่เชื่อมต่อกับ
อุปกรณ์เคลื่อนที่

บนอุปกรณ์ของคุณ:
• ปิดคุณสมบัติ Bluetooth แล้วเปิด
• ลบแว่นกันแดดจากรายการ Bluetooth บนอุปกรณ์ของคุณ เชื่อมต่ออีกครั้ง
(ดูหน้า 21)
ขยับอุปกรณ์ของคุณเข้าใกล้แว่นกันแดดมากขึ้น และให้ไกลจากแหล่งสัญญาณ
รบกวนหรือสิ่งกีดขวาง
เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่เครื่องอื่น (ดูหน้า 21)
เยี่ยมชม: worldwide.Bose.com/Support/Frames เพื่อดูวิดีโอวิธีใช้งาน
ล้างรายการอุปกรณ์ของแว่นกันแดด (ดูหน้า 23) เชื่อมต่ออีกครั้ง

แอพพลิเคชั่น Bose
Connect ไม่ท�ำงาน
บนอุปกรณ์

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแอพพลิเคชั่น Bose Connect สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์
ของคุณ เยี่ยมชม: worldwide.Bose.com/Support/Frames
ถอนการติดตั้งแอพพลิเคชั่น Bose Connect บนอุปกรณ์และติดตั้งแอพพลิเคชั่น
อีกครั้ง (ดูหน้า 21)
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ปัญหา

สิ่งที่ต้องท�ำ

ไม่มีเสียง

กดเล่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าก�ำลังเล่นเสียง
ขยับอุปกรณ์ของคุณเข้าใกล้แว่นกันแดดมากขึ้น และให้ไกลจากแหล่งสัญญาณ
รบกวนหรือสิ่งกีดขวาง
ใช้แหล่งสัญญาณเพลงแหล่งอื่น
เชื่อมต่ออุปกรณ์อื่น (ดูหน้า 21)

คุณภาพเสียงไม่ดี

ใช้แหล่งสัญญาณเพลงแหล่งอื่น
เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่เครื่องอื่น
ขยับอุปกรณ์เข้าใกล้แว่นกันแดดมากขึ้น และให้ไกลจากแหล่งสัญญาณรบกวนหรือ
สิ่งกีดขวาง
ปิดคุณสมบัติเพิ่มประสิทธิภาพเสียงใดๆ บนอุปกรณ์หรือแอพพลิเคชั่นเพลง

แว่นกันแดดไม่ชาร์จ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขาชาร์จที่สายชาร์จตรงกับช่องเสียบชาร์จที่แว่นกันแดดและ
ถูกยึดด้วยแม่เหล็ก
ยึดปลายทั้งสองด้านของสายชาร์จให้แน่น
หากแว่นกันแดดอยู่ในอุณหภูมิสูงหรือต�ำ่ มาก่อน ปล่อยให้อุณหภูมิของแว่นกันแดด
กลับสู่อุณหภูมิห้องและลองชาร์จอีกครั้ง
ถอดสายชาร์จออกจากแว่นกันแดดของคุณและจากอุปกรณ์ชาร์จ USB ที่ผนังหรือ
คอมพิวเตอร์ของคุณ รอ 10 วินาที จากนั้นเสียบสายชาร์จอีกครั้ง (ดูหน้า 18)
ลองใช้อุปกรณ์ชาร์จ USB อื่นที่ผนังหรือคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น

ไมโครโฟนไม่รับเสียง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่องเปิดของไมโครโฟนที่ขาแว่นด้านขวาไม่ได้ถูกปิดกั้น
ลองโทรออกใหม่
ลองอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้เครื่องอื่น
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ปัญหา

สิ่งที่ต้องท�ำ

อุปกรณ์ไม่ตอบสนองต่อ
การกดปุ่ม

ส�ำหรับฟังก์ชันที่กดปุ่มหลายปุ่ม  ให้ใช้ความเร็วการกดที่ต่างกัน
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแอพพลิเคชั่นเพลงของคุณรองรับฟังก์ชันนี้
ปิดและเปิดใช้งานแว่นกันแดดของคุณ
บนอุปกรณ์ของคุณ:
• ปิดคุณสมบัติ Bluetooth แล้วเปิด
• ลบแว่นกันแดดจากรายการ Bluetooth บนอุปกรณ์ของคุณ เชื่อมต่ออีกครั้ง
(ดูหน้า 22)
ลองอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้เครื่องอื่น
ตรวจสอบว่าแว่นกันแดดเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดแล้ว ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น
Bose Connect

ไม่สามารถปรับระดับเสียง
โดยใช้แว่นกันแดด

ในแอพพลิเคชั่น Bose Connect ตรวจสอบว่าได้เปิดการควบคุมระดับเสียงกด
และหัน คุณสามารถเข้าถึงตัวเลือกนี้จากเมนูการตั้งค่า
เพื่อไม่ให้มีการเข้าถึงการควบคุมด้วยเสียง (ดูหน้า 17) คุณต้องหันหน้าของคุณ
ด้วยขณะกดปุ่ม
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중요 안전 지침

모든 안전, 보안 및 사용 지침을 읽고 보관하십시오.
중요 안전 지침
1. 본 지침을 읽으십시오.
2. 본 지침을 보관하십시오.
3. 모든 경고에 유의하십시오.
4. 모든 지침을 따르십시오.
5. 본 장비를 물 가까이에서 사용하지 마십시오.
6. 마른 헝겊으로만 닦으십시오.
7. 제조업체에서 지정한 부품이나 액세서리만 사용하십시오.
8. 번개를 동반한 폭풍우 시 또는 오랜 기간 동안 사용하지 않을 시에는 기기의 전원을
빼놓으십시오.
9. 자격 있는 기사에게만 서비스를 의뢰하십시오. 전원 코드 또는 플러그가 손상되었을 때,
액체가 흘러 들어갔을 때, 물체가 떨어져 기기 안에 들어갔을 때, 기기가 비나 물에 젖었을
때, 정상적으로 작동하지 않을 때, 또는 기기를 떨어뜨렸을 때 등, 어느 경우라도 기기가
손상되었을 때는 서비스를 받으셔야 합니다.

경고/주의
• 오랫동안 큰 볼륨으로 Frames를 사용하지 마십시오.
– 청력 손상을 피하려면 편안한 중간 볼륨으로 Frames를 사용하십시오.
– Frames를 착용하거나 귀 근처에 두기 전에 장치에서 볼륨을 줄인 후 편안한 청취 수준으로
서서히 볼륨을 올리십시오.
• 운전 중에는 주의를 기울이고 휴대폰과 Frames 사용에 관한 해당 법규를 준수하십시오.
• 예를 들어 자전거를 타거나 교통, 건설 현장 또는 철로 근처에서 걷는 등, 사용자의 주의를
필요로 하는 행동을 하는 동안 Frames를 사용할 경우 반드시 사용자의 안전과 타인의 안전에
집중하십시오. Frames를 벗거나, 경보와 경고 신호를 포함한 주변 소리를 들을 수 있을 정도로
볼륨을 조정하십시오.
• Frames에서 큰 이상한 소음이 들릴 경우 사용하지 마십시오. 그럴 경우 Frames 전원을 끄고 Bose
고객 서비스 센터에 문의하십시오.
• Frames를 물에 담그거나 장시간 동안 비나 물에 노출하지 마십시오. 예를 들어 수영, 수상스키,
서핑 등 해상 스포츠 활동 중에는 착용하지 마십시오.
• 따뜻하게 느껴지거나 오디오가 손실될 경우 Frames를 즉시 벗으십시오.
질식 위험이 발생할 수 있는 소형 부품을 포함하고 있습니다. 3세 미만의 어린이가
사용하기에 부적합합니다.
이 제품에는 자석 재질이 포함되어 있습니다. 사용자의 몸에 이식한 의료 기기에 줄 수
있는 영향에 관해서는 의사에게 문의하십시오.
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중요 안전 지침

• 화재나 감전의 위험을 줄이려면 본 제품이 비나 물에 젖지 않게 하십시오.
• 본 제품에 물을 떨어뜨리거나 물이 튀기지 않도록 하십시오. 제품 위에나 근처에 꽃병 등 물이
담긴 물건을 두지 마십시오.
• 제품을 불 또는 열원에서 멀리 합니다. 촛불과 같은 무방비 상태의 불꽃을 제품 위나 근처에
두지 마십시오.
• 이 제품에 허가 없이 변경을 가하지 마십시오.
• 이 제품에는 지역 법규 요건을 만족하는 인증기관이 허가한 전원 공급장치만 사용하십시오(예:
UL, CSA, VDE, CCC).
• 배터리가 들어 있는 제품을 고온(예: 직사광선, 열원 근처)에 노출하지 마십시오.
• 충전하는 동안에는 Frames를 착용하지 마십시오.
• 사용한 후에는 양 렌즈와 Frames 전체를 제공된 천 가방 또는 마른 천으로 닦으십시오.
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규정 정보

참고: 이 장치는 시험 결과 FCC 규정 15부에 근거한 B급 디지털 장치에 대한 제한을 준수합니다.
이러한 제한은 거주 지역에 설치할 때 발생하는 유해한 방해 전파를 적절한 수준에서 방지할
목적으로 만들었습니다. 이 장치는 무선 주파수 에너지를 생성하고 사용하고 방출할 수
있습니다. 지침에 따라 올바르게 설치 및 사용하지 않은 경우에는 무선 통신에 대한 유해한
방해 전파를 일으킬 수도 있습니다. 그러나 특정 설치에서 방해 전파가 발생하지 않는다고
보장할 수는 없습니다. 이 장치를 켜거나 끌 때 라디오 또는 텔레비전 수신에 유해한 방해 전파를
발생시키는 경우 다음 방법 중 하나로 방해 전파를 제거할 수 있습니다.
• 수신 안테나의 방향 또는 위치를 조정합니다.
• 장치와 수신기 사이의 공간을 늘립니다.
• 장비를 수신기가 연결된 것과 다른 회로의 전기 소켓에 연결합니다.
• 판매업체 또는 숙련된 라디오/TV 기술자에게 도움을 요청합니다.
Bose Corporation에서 명시적으로 승인하지 않은 변경 또는 수정은 이 장비를 작동할 수 있는
사용자의 권한을 무효화할 수 있습니다.
이 장치는 FCC 규정 15부 및 ISED 캐나다 라이센스 면제 RSS 표준을 준수합니다. 다음 두 상태에서
작동되어야 합니다. (1) 이 장치는 유해한 방해 전파를 일으키지 않으며 (2) 장치의 오작동을
일으킬 수 있는 방해 전파를 포함하여 수신되는 모든 방해 전파를 수용해야 합니다.
이 장치는 일반 대중을 위해 규정된 FCC 및 ISED 캐나다 방사 물질 노출 제한을 준수합니다.
이 송신기는 다른 안테나 또는 송신기를 함께 설치하거나 작동해서는 안 됩니다.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
PPE 규정(EU) 2016/425
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규정 정보

저출력 RF 장치의 관리 규정
조항 XII
“저출력 RF 장치의 관리 규정”에 따라 NCC의 허락 없이 어떤 회사, 기업 또는 사용자도 저출력 RF
장치에서 주파수 변경, 전송 출력 향상 또는 원래 특성과 성능을 변경해서는 안 됩니다.
조항 XIV
저출력 RF 장치는 항공기 보안에 영향을 주고 법적 통신을 방해해서는 안 됩니다. 그런 경우가
발견될 경우 사용자는 방해가 발생하지 않을 때까지 즉시 작동을 멈추어야 합니다. 언급한 법적
통신은 전자 통신법을 준수하여 발생하는 무선 통신을 말합니다.
저출력 RF 장치는 법적 통신 또는 ISM 전파 방사 장치의 방해 전파를 수용해야 합니다.
본 제품에서 리튬-이온 배터리를 제거하려 하지 마십시오. 제거에 대해서는 가까운 Bose 판매업체
또는 기타 유자격 전문가에게 문의하십시오.
사용한 배터리는 현지 규정에 따라 적절히 폐기하십시오. 배터리를 소각하지 마십시오.
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• 이 제품은 ANSI Z80.3, AS/NZS 1067.1 및 EN ISO 12312-1을 준수합니다.
• 착색된 아이웨어는 야간 운전을 할 때 착용하지 않는 것이 좋습니다.
• 해질 무렵이나 밤에 운전하는 데 적합하지 않습니다.
• 이 제품은 99% 이상의 UVA 및 UVB 광에너지를 차단하도록 설계되었습니다. 이 제품은
ANSI Z80.3을 준수합니다.
• Bose가 승인한 렌즈만 Alto 또는 Rondo 제품에 사용해야 합니다.
• 태양을 직접 관찰하기 위한 용도에 적합하지 않습니다.
• 인공광(예: 태닝)에 대한 보호 용도에 적합하지 않습니다.
• 기계적 충격 위험에 대한 눈 보호 용도에 적합하지 않습니다.
• 사용하지 않을 때는 제품을 제공된 휴대용 케이스에 보관하십시오.
• 교체용 전원 공급장치 또는 렌즈는 B o s e 고객 서비스 센터에 문의하십시오. 다음에서
확인하십시오. worldwide.Bose.com/Support/Frames
호주 렌즈 범주: 1067.1 CAT. 2
일광에 대한 양호한 보호
UV 정격: UV 400 차단

수량: 1개
중국 유해 물질 제한 지침표
유해 물질의 명칭 및 농도
유해 물질
6가 크롬
(VI)

폴리브롬화
바이페닐
(PBB)

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

납
(Pb)

수은
(Hg)

폴리염화 바이페닐(PCB)

X

O

금속 부품

X

O

플라스틱 부품

O

O

스피커

X

O

케이블

X

O

O

부품 번호

카드뮴
(Cd)

본 표는 SJ/T 11364 조항에 따라 준비되었습니다.
O: 이 부품의 모든 동종 재질에 함유된 이 유해 물질이 GB/T 26572에서 규정한 제한 요구사항
미만임을 나타냅니다.
X: 이 부품에 사용된 동종 재질 중 최소한 하나에 함유된 이 유해 물질이 GB/T 26572에서
규정한 제한 요구사항을 초과함을 의미합니다.
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폴리브롬화
디페닐에테르
(PBDE)

규정 정보

기록용으로 작성하여 보관하십시오.
일련 번호 및 모델 번호는 왼쪽 다리에 있습니다.
일련 번호: _____________________________________________________________________
모델 번호: BMD0008
영수증을 사용자 안내서와 함께 보관하십시오. 지금 Bose 제품을 등록하시는 것이 좋습니다.
global.Bose.com/register에서 쉽게 등록할 수 있습니다.
제 조 일 : 일 련 번 호 의 여 덟 번 째 자 리 는 제 조 연 도 를 나 타 냅 니 다 . 즉 “ 0 ” 은 2 01 0 년 또 는
2020년입니다.
중국 수입업체: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riying Road, China
(Shanghai) Pilot Free Trade Zone
EU 수입업체: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands
대만 수입업체: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
전화 번호: +886-2-2514 7676
멕시코 수입업체: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec,
11000 México, D.F. 전화 번호: +5255 (5202) 3545
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법적 정보

보안 정보
이 제품은 Bose Connect 앱에 연결되었을 때 Bose에서 자동으로 보안 업데이트를 수신할
수 있습니다. 모바일 응용 프로그램을 통해 보안 업데이트를 수신하려면 Bose Connect
앱에서 제품 설치 프로세스를 완료해야 합니다. 설치 프로세스를 완료하지 않을 경우
Bose에서 btu.bose.com을 통해 제공하는 보안 업데이트를 설치할 책임이 사용자에게
있습니다.
Apple, Apple 로고 및 Siri는 미국과 기타 국가에 등록된 Apple Inc.의 상표입니다. App Store는
Apple Inc.의 서비스 표시입니다.

Bluetooth ® 단어 표시와 로고는 Bluetooth SIG, Inc.가 소유한 등록 상표이며 Bose Corporation은 사용권
계약에 따라 해당 표시를 사용합니다.
Google 및 Google Play는 Google LLC의 상표입니다.
Bose 및 Bose Frames는 Bose Corporation의 상표입니다.
Bose Corporation 본사: 1-877-230-5639
©2020 Bose Corporation. 사전 서면 승인 없이 본 설명서의 특정 부분을 재생, 변경, 배포 또는 사용할
수 없습니다.
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내용물

내용물
다음 부품들이 포함되어 있는지 확인합니다.

Bose Frames

휴대용 케이스

충전 케이블

천 가방

참고: 제품 일부가 손상된 경우 사용하지 마십시오. 공인 Bose 판매업체 또는 Bose
고객 서비스 센터에 문의하십시오.
다음에서 확인하십시오. worldwide.Bose.com/Support/Frames
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FRAME 콘트롤

Frames 전원 켜기
미디어 재생 조작
볼륨 누르면서 돌리기 조작
Bluetooth 기능 조작
통화 기능 조작

전원 켜기
오른쪽 다리에 있는 버튼을 누릅니다.
상태 표시등에 백색 불이 2초간 들어온 후 Bluetooth 연결 상태에 따라 표시등이
바뀝니다(19페이지 참조). 음성 안내가 배터리 용량과 Bluetooth 연결 상태를
알립니다.

상태 표시등
전원 켜기
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FRAME 콘트롤

전원 끄기
Frames를 2초간 뒤집습니다.
상태 표시등이 백색으로 점등된 후 흑색으로 어두워집니다.
참고: Frames 전원이 꺼진 후에는 아무 방향으로나 옮길 수 있습니다.

자동 꺼짐
자동 꺼짐은 Frames를 사용하지 않을 때 배터리 전력을 보존합니다. Frames는
오디오가 정지되고 5분간 이동되지 않은 경우 전원이 꺼집니다.
Frames 전원을 켜려면 오른쪽 다리에 있는 버튼을 누릅니다.
.

전원 켜기
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FRAME 콘트롤

FRAME 기능
미디어 재생 기능
오른쪽 다리에 있는 버튼은 미디어 재생을 조작합니다.

미디어 재생 조작

기능

해결 방법

재생/일시 중지

한 번 누릅니다.

앞으로 건너뛰기

두 번 누릅니다.

뒤로 건너뛰기

세 번 누릅니다.
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FRAME 콘트롤

볼륨 기능
볼륨 누르면서 돌리기 콘트롤이나 모바일 장치의 볼륨 콘트롤을 사용하여 볼륨을
조정할 수 있습니다.
참고:
• 볼륨 누르면서 돌리기 콘트롤을 사용하려면 Frames가 최신 상태로 업데이트되어
있어야 합니다.
• Bose Connect 앱에서 볼륨 누르면서 돌리기 콘트롤이 켜져 있어야 합니다.
설정 메뉴에서 이 옵션에 액세스할 수 있습니다.

볼륨 누르면서 돌리기 콘트롤 사용
기능

작동 방법
버튼을 길게 누르면서 머리를 오른쪽으로 돌립니다.
버튼을 놓아 볼륨을 설정합니다.

볼륨 증가

볼륨이 최대 수준에 도달하면 신호음이 들립니다.
버튼을 길게 누르면서 머리를 왼쪽으로 돌립니다.
버튼을 놓아 볼륨을 설정합니다.

볼륨 감소

볼륨이 최대 수준에 도달하면 신호음이 들립니다.

참고: 볼륨을 천천히 변경하려면 머리를 천천히 돌립니다.
15
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통화 기능
통화 기능 버튼 및 마이크는 오른쪽 다리에 위치해 있습니다.

전화 통화 조작

마이크

기능

해결 방법

전화 받기

한 번 누릅니다.

통화 종료

한 번 누릅니다.

걸려오는 전화 거부

1초간 길게 누릅니다.

두 번째로 걸려온 전화를 받고 현재
통화 대기

통화 중에 한 번 누릅니다.

두 번째 걸려온 통화를 거부하고
현재 통화 계속

통화 중에 1초간 길게 누릅니다.

두 통화 사이 전환

두 통화가 활성인 상태에서 을 두 번 누릅니다.

회의 통화 만들기

두 통화가 활성인 상태에서 1초간 길게 누릅니다.

참고: 통화 중 볼륨을 조정하려면 15페이지의 “볼륨 기능”을 참조하십시오.
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FRAME 콘트롤

음성 제어 사용
Frames 마이크가 모바일 장치 마이크의 연장 역할을 합니다. 오른쪽 다리에 있는
버튼을 사용하여 장치에서 음성 제어 기능에 액세스하여 통화 발신/수신 또는
Siri 또는 Google Assistant에 음악 재생, 날씨 안내, 게임 점수 제공 등을 요청할 수
있습니다.
버튼을 길게 눌러 모바일 장치에서 음성 제어 기능에 액세스합니다.
음성 제어가 활성임을 나타내는 신호음이 들립니다.

음성 제어 사용

참고: 음성 제어를 사용하는 동안 볼륨을 조정하려면 15페이지의 “볼륨 기능”을
참조하십시오.
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배터리

FRAMES 충전
1. 충전 케이블의 핀을 오른쪽 다리에 있는 충전 포트와 일치시킵니다.
참고: Frames를 제대로 충전하려면 핀의 방향이 충전 핀과 올바르게 정렬되어야
합니다.

2. 핀이 자력으로 딸각하고 충전 포트의 제 위치에 찾아 들어가도록 가볍게
누릅니다.
3. 반대쪽을 USB 충전기 또는 전원이 켜진 컴퓨터에 연결합니다.
주의: 이 제 품 에 는 지 역 법 규 요 건 을 만 족 하 는 인 증 기 관 이 허 가 한 전 원
공급장치만 사용하십시오(예: UL, CSA, VDE, CCC).
충전하는 동안에는 배터리 표시등이 백색을 깜박입니다(19페이지 참조).
배터리가 완전 충전되면 상태 표시등에 백색 불이 들어옵니다.
참고:
• Frames는 충전 중에 오디오를 재생하지 않습니다.
• 충전하는 동안에는 Frames를 착용하지 마십시오.

FRAMES 배터리 잔량 확인
• Frames 전원을 켤 때마다 배터리 잔량을 알리는 음성 안내가 나옵니다.
참고: Frames를 사용 중일 때에도 배터리 충전이 필요한지 알리는 음성 안내가
나옵니다.
• Bose Connect 앱 홈 화면의 오른쪽 하단 모서리를 확인하십시오.
• Apple 장치에 연결된 경우 장치의 화면 오른쪽 상단 모서리 근처와 알림 센터에
Frames 배터리 잔량이 표시됩니다.
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FRAME 상태

상태 표시등은 오른쪽 다리에 위치해 있습니다.

상태 표시등

BLUETOOTH 연결 상태
모바일 장치의 Bluetooth 연결 상태를 표시합니다.
표시등 동작

시스템 상태

백색이 천천히 깜박이는 경우

연결 준비됨/연결 중

백색이 빠르게 깜박이는 경우

연결됨

충전 상태
Frames가 전원에 연결된 경우 배터리 충전 잔량을 표시합니다.
표시등 동작

시스템 상태

백색이 켜져 있는 경우

완전 충전

백색이 깜박이는 경우

충전 중
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음성 안내

음성 안내는 Bluetooth 연결 절차를 안내하고 배터리 잔량과 연결된 장치를
알려줍니다.

음성 안내 알림
통화 알림
음성 안내가 전화를 건 사람과 통화 상태를 알립니다.

배터리 알림
Frames 전원을 켤 때마다 배터리 잔량을 알리는 음성 안내가 나옵니다. Frames 사용
중에 배터리가 약한 경우, “배터리가 약합니다. 지금 충전하십시오.”가 들립니다.

음성 안내 사용 해제
Bose Connect 앱을 사용하여 음성 안내를 사용 설정/사용 해제합니다.
참고: 음성 안내를 사용 해제하면 알림도 사용 해제됩니다.
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BLUETOOTH 장 치 연 결

Bluetooth 무선 기술을 사용하면 스마트폰, 태블릿, 랩톱 컴퓨터 같은 모바일
장치에서 오디오를 스트리밍할 수 있습니다. 장치에서 오디오를 재생하려면 장치를
Frames와 연결해야 합니다.

BOSE CONNECT 앱을 사용한 모바일 장치 연결(권장)
Bose Connect 앱을 다운로드하고 앱 지침을 따릅니다.

BOSE
CONNECT

연결되면 “<모바일 장치 이름 >에 연결되었습니다”가 들리고 상태 표시등에서 백색
불이 2초간 빠르게 깜박인 후 흑색으로 어두워집니다.
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BLUETOOTH 장 치 연 결

모바일 장치의 BLUETOOTH 메뉴를 사용한 연결
1. Frames 전원을 끕니다(13페이지 참조).
2. “연결 준비됨”이 들리고 상태 표시등이 백색을 천천히 깜박일 때까지 오른쪽
다리에 있는 버튼을 길게 누릅니다.

상태 표시등
모바일 장치 연결

3. 장치에서 Bluetooth 기능을 사용 설정합니다.
팁: Bluetooth 기능은 대개 설정 메뉴에서 찾을 수 있습니다.
4. 장치 목록에서 Frames를 선택합니다.
팁: Bose Connect 앱에서 Frames로 입력한 이름을 찾습니다. Frames 이름을
지정하지 않은 경우 기본 이름이 나타납니다.

BOSE FRAMES

연결되면 “<모바일 장치 이름 >에 연결되었습니다”가 들리고 상태 표시등에서
백색 불이 2초간 빠르게 깜박인 후 흑색으로 어두워집니다.
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BLUETOOTH 장 치 연 결

모바일 장치 연결 해제
Bose Connect 앱을 사용하여 모바일 장치를 연결 해제합니다.
팁: Bluetooth 설정을 사용해서도 장치를 연결 해제할 수 있습니다. Bluetooth 기능을
사용 해제하면 다른 모든 장치가 연결 해제됩니다.

모바일 장치 재연결
전원이 켜지면 Frames가 가장 최근에 연결되었던 장치에 다시 연결을 시도합니다.
참고: 장치가 수신 범위 내(9m)에 있고 전원이 켜져 있어야 합니다.

FRAMES 장치 목록 소거
1. Frames 전원을 끕니다(13페이지 참조).
2. “Bluetooth 장치 목록이 제거되었습니다”가 들리고 상태 표시등이 백색을 천천히
깜박일 때까지 오른쪽 다리에 있는 버튼을 10초간 길게 누릅니다.
3. 장치의 Bluetooth 목록에서 Frames를 제거합니다.
모든 장치가 소거되고 Frames가 연결 준비됩니다.
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관리 및 유지보수

FRAMES 보관
Frames는 접어서 쉽고 편리하게 보관할 수 있습니다.
1. 다리가 편평해지도록 렌즈 안쪽으로 접습니다.

2. 렌즈가 케이스 전면을 향하도록 Frames를 케이스에 넣습니다.

참고:
• Frames를 사용하지 않을 때는 전원을 반드시 꺼두십시오.
• 몇 달 이상 Frames를 보관할 때는 배터리를 반드시 완전히 충전해 놓으십시오.
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관리 및 유지보수

FRAMES 관리
Frames와 천 가방은 정기적인 관리가 필요할 수 있습니다.
구성 요소

관리 지침
사용한 후에는 양 렌즈와 Frames 전체를 제공된 천 가방으로 닦으십시오.
주의:

Frames

• 분무제, 용제, 화학 물질 또는 알코올, 암모니아, 연마제 성분의 세제를
사용하지 마십시오.
• 기기에 액체가 흘러 들어가지 않도록 하십시오.

천 가방

1. 냉수로 손빨래합니다.
2. 걸어서 말립니다.

교체용 부품 및 액세서리
교체용 부품 및 액세서리는 Bose 고객 서비스 센터를 통해 주문하실 수 있습니다.
다음에서 확인하십시오. worldwide.Bose.com/Support/Frames

제한 보증
Frames는 제한 보증의 적용을 받습니다. 제한 보증에 대한 자세한 내용은 당사
웹사이트 global.Bose.com/warranty에서 확인하십시오.
제품을 등록하려면 global.Bose.com/register에서 지침을 확인하십시오. 등록하시지
않더라도 제한 보증에 대한 권리에는 영향이 없습니다.
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관리 및 유지보수

일련 번호 및 참조 번호 위치
일련 번호는 왼쪽 다리 안쪽, 참조 번호는 오른쪽 다리 안쪽에 위치해 있습니다.

참조 번호

일련 번호
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문제 해결

이 방법을 먼저 시도하십시오
Frames에 문제가 생길 경우 다음 방법을 먼저 시도하십시오.
• Frames 전원을 켭니다(12페이지 참조).
• 상태 표시등의 상태를 확인합니다(19페이지 참조).
• 모바일 장치가 Bluetooth 페어링을 지원하는지 확인합니다(21페이지 참조).
• Bose Connect 앱을 다운로드하고 소프트웨어 업데이트가 있으면 실행합니다.
• 배터리를 충전합니다(18페이지 참조).
• 모바일 장치 및 뮤직 앱의 볼륨을 올립니다.
• 다른 모바일 장치를 연결합니다(21페이지 참조).

기타 방법
문제를 해결할 수 없을 경우 아래 표에서 증상을 식별하고 흔한 문제에 대한
해결책을 확인할 수 있습니다. 문제를 해결할 수 없을 경우 Bose 고객 서비스 센터에
문의하십시오.
다음에서 확인하십시오. worldwide.Bose.com/contact
문제

해결 방법
장치에서:

• Bluetooth 기능을 껐다가 다시 켭니다.
• 장치의 Bluetooth 목록에서 Frames를 삭제합니다. 다시
연결합니다(21페이지 참조).
Frames가 모바일 장치와
연결되지 않을 경우

장치를 Fra m e s 가까이, 다른 간섭 또는 장애물에서 멀리
떨어뜨립니다.
다른 모바일 장치를 연결합니다(21페이지 참조).
방법 비디오는 worldwide.Bose.com/Support/Frames에서
확인하십시오.
Frames 장치 목록을 소거합니다(23페이지 참조). 다시
연결합니다.

Bose Connect 앱이
장치에서 작동하지
않을 경우

Bose Connect 앱이 장치와 호환되는지 확인하십시오. 다음에서
확인하십시오. worldwide.Bose.com/Support/Frames
장치에서 Bose Connect 앱을 제거했다가 앱을 다시 설치합니다
(21페이지 참조).
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문제 해결

문제

해결 방법
모바일 장치의 재생을 눌러 오디오가 재생되는지 확인합니다.

소리가 나지 않을 경우

장치를 Fra m e s 가까이, 다른 간섭 또는 장애물에서 멀리
떨어뜨립니다.
다른 음악 소스를 사용합니다.
다른 장치를 연결합니다(21페이지 참조).
다른 음악 소스를 사용합니다.
다른 모바일 장치를 연결합니다.

음질이 불량한 경우

장치를 Fra m e s 가까이, 다른 간섭 또는 장애물에서 멀리
떨어뜨립니다.
장치 또는 음악 앱에서 오디오 향상 기능을 끕니다.
충전 케이블의 핀이 Frames가 충전 포트와 올바르게 일치되어
자력으로 제 위치를 찾아 들어갔는지 확인합니다.
충전 케이블의 양쪽을 단단히 고정합니다.

Frames가 충전되지
않을 경우

Frames가 고온 또는 저온에 노출된 경우 실온으로 되돌린 후
충전을 다시 시도합니다.
충전 케이블을 Frames 및 USB 충전기나 컴퓨터에서
분리합니다. 10초간 기다렸다가 충전 케이블을 다시 연결합니다
(18페이지 참조).
다른 USB 충전기 또는 컴퓨터를 사용합니다.

마이크가 작동하지
않을 경우

오른쪽 다리에 있는 마이크 구멍이 막히지 않았는지
확인합니다.
다시 통화를 시도해 봅니다.
다른 호환 장치를 사용해 봅니다.
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문제 해결

문제

해결 방법
여러 번 누르기 기능의 경우 누르는 속도를 바꿔 봅니다.
뮤직 앱이 기능을 지원하는지 확인합니다.
Frames 전원을 껐다가 켭니다.

버튼을 눌러도 장치가
반응하지 않을 경우

장치에서:

• Bluetooth 기능을 껐다가 다시 켭니다.
• 장치의 Bluetooth 목록에서 Frames를 삭제합니다. 다시
연결합니다(22페이지 참조).
다른 호환 장치를 사용해 봅니다.

Frames를 사용하여
볼륨을 조정할 수 없을
경우

Frames가 최신 상태로 업데이트되어 있어야 합니다.
Bose Connect 앱을 다운로드합니다.
Bose Connect 앱에서 볼륨 누르면서 돌리기 콘트롤이 켜져
있어야 합니다. 설정 메뉴에서 이 옵션에 액세스할 수 있습니다.
음성 제어에 액세스(17페이지 참조)하는 것을 방지하려면
버튼을 누르는 동안 머리를 돌려야 합니다.

29

|

KOR

重要安全说明

请阅读并保留所有安全、安全性和使用说明。
重要安全说明
1. 请阅读这些说明。
2. 请保留这些说明。
3. 请注意所有警告。
4. 请遵守所有说明。
5. 请勿在水附近使用本设备。
6. 请仅用干布进行清洁。
7. 只能使用制造商指定的附件/配件。
8. 在雷雨天或长时间不用时，请切断本设备电源。
9. 任何维修事宜均请向合格的人员咨询。如果设备有任何损坏，均需进行维修，例如电源线
或插头受损、液体溅入或物体落入设备内、设备受淋或受潮、不能正常工作或跌落。

警告/小心
• 请勿长时间在高音量下使用太阳眼镜。
– 为了避免听力受损，请以舒适、适度的音量使用太阳眼镜。
– 先将设备音量调低，然后再戴上太阳眼镜或将其放到耳朵附近，之后再逐渐调高音量，直到
达到舒适的听觉水平。
• 驾驶时请小心并遵守与使用手机相关的法律。
• 如果您在从事需要集中注意力的活动时使用太阳眼镜，应注意您自身和他人的安全，例如骑
自行车时或在道路、施工现场或铁路上或附近步行时。您应取下太阳眼镜或调整音量，以确
保可以听到周围的声音，包括警报和警告信号。
• 如果太阳眼镜发出不正常的杂音，请勿使用。在此情况下，请关闭太阳眼镜，然后联系 Bose
客户服务中心。
• 请勿将太阳眼镜浸入水中或暴露在潮湿环境下，或在游泳、滑水、冲浪等水上运动中佩戴。
• 如果您产生了热感或听不到声音，请立即取下太阳眼镜。
包含小部件，可能会导致窒息。不适合 3 岁以下的儿童使用。
本产品含有磁性材料。关于是否会影响可植入医疗设备的情况，请咨询医生。
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重要安全说明

• 为减少着火或电击的危险，请勿使本产品受淋或受潮。
• 本产品不得受液体淋溅或喷洒，不得将装有液体的物体（如花瓶等）置于本产品上或本产品
附近。
• 请将本产品放置到远离火源和热源的地方。请勿将明火火源（如点燃的蜡烛）置于本产品上
或靠近本产品。
• 未经授权切勿改装本产品。
• 仅使用经过相关部门批准且符合本地监管要求的电源（如 UL、CSA、VDE、CCC）。
• 请勿使含有电池的产品过热（例如请避免阳光直射并远离火源等）。
• 请勿在充电时佩戴太阳眼镜。
• 每次使用后，使用自带的布袋或干布擦干净太阳眼镜的镜片两侧和各个部位。
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监管信息

注意：本设备已经过测试，符合 FCC 规则第 15 部分有关 B 类数字设备的各项限制。这些限制性
规定旨在防范安装在住宅中的设备产生有害干扰。本设备产生、使用并可能发散无线射频能量，
如果不按照指示安装和使用，则可能会对无线电通讯造成有害干扰。然而，按照指示安装也不
能保证某些安装不会发生干扰。如果本设备确实对无线电或电视接收造成有害干扰（可通过关
闭和打开本设备来确定），用户可尝试采取以下一种或多种措施来纠正干扰：
• 重新调整接收天线的方向或位置。
• 增大本设备和接收器的间距。
• 将本设备和接收器的电源线插入不同线路上的插座中。
• 请咨询经销商或有经验的无线电/电视技术人员以获得帮助。
未经 Bose Corporation 明确批准，擅自更改或修改本设备会使用户操作本设备的权利失效。
本设备符合 FCC 规则第 15 部分规定和加拿大 ISED 免许可证 RSS 标准。本设备工作时应满足下列
两项要求：(1) 本设备不会造成有害干扰；(2) 本设备必须承受任何接收到的干扰，包括可能造成
设备异常工作的干扰。
本设备符合为公众阐明的 FCC 和加拿大 ISED 辐射限制。此发射器不能与其他天线或发射器位于
同一地点或与这些设备一起使用。

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
PPE 法规 (EU) 2016/425
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监管信息

低功率无线设备管理条例
第 XII 条
根据“低功率无线设备管理条例”，对于认证合格的低功率无线设备，未经 NCC 许可，任何公
司、企业或用户均不得擅自变更频率、加大发送功率或变更原设计特性及功能。
第 XIV 条
使用低功率无线设备时不得影响航空安全和干扰合法通信；如发现有干扰现象，应立即停用，
并改善至无干扰时方可继续使用。上述合法通信是指符合电信法案的无线电通信。
低功率无线设备须耐受合法通信或 ISM 无线电波辐射设备的干扰。
请勿尝试拆除产品内的可充电锂电池。请联系当地的 Bose 经销商或其他有资格的专业人士进行
拆除。
请适当处理废旧电池，遵守本地规章。请勿将其焚化。
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监管信息

• 本产品符合 ANSI Z80.3、AS/NZS 1067.1 和 EN ISO 12312-1。
• 夜间驾驶时不建议佩戴墨镜。
• 不适合在黎明或夜间驾驶时使用。
• 该产品可以屏蔽 99% 以上的 UVA 和 UVB 紫外线。本产品符合 ANSI Z80.3。
• Alto 或 Rondo 产品仅可使用 Bose 认可的镜片。
• 不用于直接观察太阳。
• 不用于保护眼睛免受人造光源带来的伤害 , 如阳光室内的人造光源。
• 不用于保护眼睛免受机械冲击危害。
• 不使用时，请将产品存放在自带的便携袋中。
• 联系 Bose 客户服务中心获取替换电源或镜片。请访问：worldwide.Bose.com/Support/Frames
澳大利亚镜片分类：1067.1 CAT.2
良好的防眩光保护
UV 级别：UV 400 cut

数量：1 副
中国危险物质限用表
有毒或有害物质或元素的名称及成分
有毒或有害物质和元素
铅 (Pb)

汞 (Hg)

镉 (Cd)

六价铬 (CR(VI))

多溴化联苯 (PBB)

印刷电路板

X

O

O

O

O

O

金属零件

X

O

O

O

O

O

零件名称

多溴二苯醚 (PBDE)

塑料零件

O

O

O

O

O

O

扬声器

X

O

O

O

O

O

连接线

X

O

O

O

O

O

此表格符合 SJ/T 11364 条款。
O：表示此零件中所有同类物质包含的有毒或有害物质低于 GB/T 26572 中的限定要求。
X：表示此零件使用的同类物质中至少有一种包含的有毒或有害物质高于 GB/T 26572
中的限定要求。
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监管信息

请填写以下内容，留作记录
序列号和型号位于左侧镜腿上。
序列号： _______________________________________________________________________
型号：BMD0008
请将收据与用户指南存放在一处。现在是您注册 Bose 产品的好机会。
您可以访问 global.Bose.com/register 轻松完成此操作。
生产日期：序列号中第八位数字表示生产年份；“0”表示 2010 年或 2020 年。
中国进口商：Bose 电子（上海）有限公司，中国（上海）自由贸易试验区，日樱北路 353 号，
9 号厂房 C 部
欧洲进口商：Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands
台湾进口商：Bose 台湾分公司，台湾 104 台北市民生东路三段 10 号，9F-A1
电话：+886-2-2514 7676
墨西哥进口商：Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec,
11000 México, D.F. 电话：+5255 (5202) 3545
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法律信息

安全性信息
连接 Bose Connect 应用时，此产品能够自动接收来自 Bose 的安全性更新。要通过移动应
用接收安全性更新，您必须在 Bose Connect 应用中完成产品设置流程。如果您没有完成
设置流程，您需要通过以下网址自行安装 Bose 届时提供的安全性更新 btu.bose.com。
Apple、Apple 徽标和 Siri 是 Apple Inc. 在美国及其他国家/地区注册的商标。App Store 是 Apple Inc. 的
服务标志。

Bluetooth ® 文字标记和徽标是由 Bluetooth SIG, Inc. 所拥有的注册商标，Bose 公司根据许可规定使用
上述标记。
Google 和 Google Play 是 Google LLC 的商标。
Bose 和 Bose Frames 是 Bose Corporation 的商标。
Bose 公司总部：1-877-230-5639
©2020 Bose Corporation。未经事先书面许可，不得复制、修改、发行或以其它方式使用本指南的
任何部分。
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有限质保 ............................................................................................................................... 25
序列号和参考编号的位置 .................................................................................................. 26

故障排除
首先尝试这些解决方案....................................................................................................... 27
其他解决方案 ....................................................................................................................... 27

10

|

SCH

装箱单

内件
请确认包装箱中内含以下部件：

Bose Frames

便携包

充电线缆

布袋

注意：如果产品部分损坏，请勿使用。
请联系 Bose 授权经销商或 Bose 客户服务中心。
请访问：worldwide.Bose.com/Support/Frames
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太阳眼镜控件

打开太阳眼镜
控制媒体播放
控制按下并转头音量控制
控制 Bluetooth 功能
控制呼叫功能

打开电源
按下右侧镜腿上的按钮。
状态指示灯呈常亮白色光亮起 2 秒钟，然后根据 Bluetooth 连接状态亮起（请参见第
19 页）。语音提示会通知电池电量和 Bluetooth 连接状态。

状态指示灯
打开电源
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太阳眼镜控件

关闭电源
将太阳眼镜倒置 2 秒钟。
状态指示灯呈常亮白色光亮起，然后渐暗。
注意：太阳眼镜关机后，您即可在任意方向上移动眼镜。

自动关机
太阳眼镜未使用时，自动关闭功能可节省电池电量。当音频已停止且您已有 5 分钟
未移动太阳眼镜时，眼镜将关机。
要打开 Frames 的电源，请按右侧镜腿上的按钮。
.

打开电源
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太阳眼镜控件

太阳眼镜功能
媒体播放功能
右侧镜腿上的按钮可以控制媒体播放。

控制媒体播放

功能

操作方法

播放/暂停

按一次。

快进

按两次。

快退

按三次。
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太阳眼镜控件

音量功能
您可以使用“按下并转头”音量控制或使用移动设备上的音量控制调整音量。
注意：
• 要使用“按下并转头”音量控制，请确保太阳眼镜是最新的。
• 确保您已在 Bose Connect 应用中打开了“按下并转头”音量控制。您可以从“设置”
菜单中访问此选项。

使用“按下并转头”音量控制
功能

解决方法
向右转动头部的同时按住按钮。释放按钮以设置音量。

提高音量

当音量调到最大音量时，您会听到提示音。
向左转动头部的同时按住按钮。释放按钮以设置音量。

降低音量

当音量调到最小音量时，您会听到提示音。

注意：要以较大调整幅度更改音量，请缓慢转动头部。
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太阳眼镜控件

呼叫功能
呼叫功能和麦克风按钮位于右侧镜腿上。

控制通话

麦克风

功能

操作方法

接听电话

按一次。

挂断电话

按一次。

拒绝接听来电

按住 1 秒钟。

保持当前呼叫并接听第二个来电

在通话中，按一次。

拒绝第二个来电并保留在当前通话中

在通话中，按住 1 秒钟。

在两个呼叫之间切换

有两个呼叫时，按两下。

创建一个会议电话

有两个呼叫时，按住 1 秒钟。

注意：要在通话时调整音量，请参见第 15 页上的“音量功能”。
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太阳眼镜控件

访问语音控件
太阳眼镜麦克风可以用作您移动设备麦克风功能的扩展。您可以通过右侧镜腿上
的按钮使用您设备上的语音控制功能，以便拨打/接听电话、呼叫 Siri 或 Google
Assistant 播放音乐、告知天气状况，或提供游戏分数信息等。
按住按钮以使用设备上的语音控件。
您会听到表示语音控制功能已激活的提示音。

访问语音控件

注意：要在使用语音控制时调整音量，请查看第 15 页上的“音量功能”
。
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电池

为太阳眼镜充电
1. 请将充电线的针对准右侧镜腿上的充电端口。
注意：针必须对准充电端口才能为太阳眼镜充电。

2. 将针轻轻按向充电端口，直到吸附到位。
3. 将另一端连接到 USB 壁式充电器或已开机的电脑。
小心：仅 使 用 经 过 相 关 部 门 批 准 且 符 合 本 地 监 管 要 求 的 电 源（ 如 UL、CSA、
VDE、CCC）。
充电时，电池指示灯会闪烁白色光（请参见第 19 页）。电池充满电后，状态
灯呈常亮白色光亮起。
注意：
• 太阳眼镜充电时无法播放音频。
• 请勿在充电时佩戴太阳眼镜。

检查太阳眼镜的电池电量
• 每次打开太阳眼镜电源时，语音提示都会播报电池电量。
注意：使用太阳眼镜时，语音提示将通知您电池是否需要充电。
• 检查 Bose Connect 应用上主页屏幕的右下角。
• 如果已连接 Apple 设备，设备屏幕右上角和通知中心将显示太阳眼镜电池电量。
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太阳眼镜状态

状态指示灯位于右侧镜腿上。

状态指示灯

BLUETOOTH 连接状态
显示移动设备的 Bluetooth 连接状态。
指示灯活动

系统状态

缓慢闪烁白色

准备连接/正在连接

快速闪烁的白色光

已连接

充电状态
太阳眼镜连接到电源时将会显示电池充电量。
指示灯活动

系统状态

常亮白色光

充满电

闪烁的白色光

正在充电
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语音提示

语音提示指导您完成 Bluetooth 连接过程、播报电池电量，并识别已连接的设备。

语音提示通知
来电通知
语音提示会通知来电者和来电状态。

电池通知
每次打开太阳眼镜电源时，语音提示都会播报电池电量。使用太阳眼镜且电量低时，
您会听到“电池电量低，请立即充电。”

禁用语音提示
使用 Bose Connect 应用禁用/启用语音提示。
注意：禁用语音提示会禁用通知。
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BLUETOOTH 连 接

使用 Bluetooth 无线技术可以从智能手机、平板电脑和笔记本电脑等移动设备上流式
传输音频。要播放设备上的音频，必须先将设备连接到太阳眼镜。

使用 BOSE CONNECT 应用（推荐）连接移动设备
下载 Bose Connect 应用并根据应用说明操作。

BOSE
CONNECT

连接之后，您将听到“已连接到 < 移动设备名称 > ，”并且状态指示灯会快速闪烁白
色光 2 秒钟，然后变暗。
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BLUETOOTH 连 接

使用移动设备上的 BLUETOOTH 菜单连接
1. 关闭太阳眼镜电源（请参见第 13 页）。
2. 按住右侧镜腿上的按钮，直至听到“Ready to connect（已准备好连接）”，状态
指示灯缓慢闪烁白色光。

状态指示灯
连接移动设备

3. 在您的设备上启用 Bluetooth 功能。
提示：Bluetooth 功能通常在“设置”菜单中。
4. 在设备列表中选择太阳眼镜。
提示：在 Bose Connect 应用中查找您为太阳眼镜输入的名称。如果没有为太阳眼
镜命名，将显示默认名称。

BOSE FRAMES

连接之后，您将听到“已连接到 < 移动设备名称 > ，”并且状态指示灯会快速闪烁
白色光 2 秒钟，然后变暗。
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BLUETOOTH 连 接

断开移动设备
使用 Bose Connect 应用断开移动设备的连接。
提示：您也可使用 Bluetooth 设置断开设备。禁用 Bluetooth 功能后，所有其他设备
连接都将中断。

重新连接移动设备
打开电源后，太阳眼镜将尝试重新连接最近连接过的设备。
注意：这些设备必须在范围内（9 m）并已通电。

清空太阳眼镜的设备列表
1. 关闭太阳眼镜电源（请参见第 13 页）。
2. 按住右侧镜腿上的按钮 10 秒，直至听到“Bluetooth 设备列表已清空”，状态指
示灯缓慢闪烁白色光。
3. 删除设备上的 Bluetooth 列表中太阳眼镜。
所有设备都被清除，太阳眼镜可随时连接。
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维护与保养

收纳太阳眼镜
将太阳眼镜折叠以便于保存。
1. 朝镜片向内折镜腿，使太阳眼镜变平。

2. 将太阳眼镜放入盒中，镜片朝向盒前侧。

注意：
• 不使用时，请确保关闭太阳眼镜。
• 长期存放太阳镜之前，请确保电池电量充满。
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维护与保养

维护太阳眼镜
需定期对太阳眼镜和布袋进行保养。
组件

保养说明
每次使用后，使用自带的布袋擦干净太阳眼镜的镜片两侧和各个部位。

太阳眼镜

小心：
• 请勿使用任何喷雾、溶剂、化学品或含酒精、氨水、研磨剂的清洁剂。
• 请勿让液体进入任何开口。

布袋

1. 用手使用冷水洗涤。
2. 悬挂晾干。

更换零件和配件
可通过 Bose 客户服务中心订购更换零件或配件。
请访问：worldwide.Bose.com/Support/Frames

有限质保
太 阳 眼 镜 享 受 有 限 质 保。 有 关 有 限 质 保 的 详 情， 请 访 问 我 们 的 网 站：
global.Bose.com/warranty。
要注册产品，请访问 global.Bose.com/register 了解有关说明。未进行注册并不影响
您的有限质保权利。
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维护与保养

序列号和参考编号的位置
序列位于左内镜腿，参考编号位于右内镜腿。

参考编号

序列号
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故障排除

首先尝试这些解决方案
如果您的太阳眼镜出现问题，请先尝试以下解决方案：
• 打开太阳眼镜电源（请参见第 12 页）。
• 检查状态指示灯的状态（请参见第 19 页）。
• 确保移动设备支持 Bluetooth 配对（请参见第 21 页）。
• 下载 Bose Connect 应用并运行可用的软件更新。
• 为电池充电（请参见第 18 页）。
• 调高移动设备和音乐应用的音量。
• 连接另一台移动设备（请参见第 21 页）。

其他解决方案
若无法解决问题，请参见下表了解常见问题的症状和解决方法。若仍然无法解决问
题，请联系 Bose 客户服务中心。
请访问：worldwide.Bose.com/contact
问题

操作方法
在您的设备上：
• 关闭 Bluetooth 功能再打开。

太阳眼镜无法与移动设备
建立连接

• 从设备的 Bluetooth 列表中删除太阳眼镜。重新连接（请参见
第 21 页）。
将设备靠近太阳眼镜，远离其他干扰或障碍物。
连接不同的设备（请参见第 21 页）。
请访问：worldwide.Bose.com/Support/Frames 查看说明视频。
清除太阳眼镜的设备列表（请参见第 23 页）。再次连接。

Bose Connect 应用无法
在移动设备上运行

确保 Bose Connect 应用与您的设备兼容。请访问：
worldwide.Bose.com/Support/Frames
在 设 备 上 卸 载 Bose Connect 应 用 并 重 新 安 装 应 用（ 请 参 见
第 21 页）。
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故障排除

问题

操作方法
按下移动设备上的播放按钮，确保曲目可以播放。

没有声音

将设备靠近太阳眼镜，远离其他干扰或障碍物。
请使用其他音乐来源。
连接不同的设备（请参见第 21 页）。
请使用其他音乐来源。

音质差

连接其他移动设备。
将设备靠近太阳眼镜，远离其他干扰或障碍物。
关闭设备或音乐应用上的任何音频增强功能。
请将充电线的针正确地对准太阳眼镜上的充电端口并吸附到位。
固定充电线的两端。

太阳眼镜无法充电

如果您的太阳眼镜曾暴露在高温或低温环境中，请先等待太阳
眼镜恢复室温，然后再次尝试充电。
断开太阳镜的充电线以及 USB 插座充电器或计算机的充电线。
等待 10 秒钟，然后重新连接充电线（请参见第 18 页）。
尝试不同的 USB 插座充电器或计算机。
确保右侧镜腿上的麦克风没有被堵塞。

麦克风没有接收到声音

尝试再次通话。
试试另一台兼容设备。
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故障排除

问题

操作方法
对于多次按压功能：改变按压速度。
确保音乐应用支持该功能。
关闭再重新打开太阳眼镜。

设备对按钮的按压操作
无反应

在您的设备上：
• 关闭 Bluetooth 功能再打开。
• 从设备的 Bluetooth 列表中删除太阳眼镜。重新连接（请参见
第 22 页）。
试试另一台兼容设备。
确保太阳眼镜是最新的。下载 Bose Connect 应用程序。

使用太阳眼镜无法调整
音量

确保在 Bose Connect 应用程序中已打开“按下并转头”音量控
制。您可以从“设置”菜单中访问此选项。
要避免访问语音控制（请参见第 17 页），请务必在按下按钮
的同时转动头部。
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重要安全指示

請閱讀並保管好所有安全、安全性和使用指示。
重要安全指示
1. 閱讀這些指示。
2. 保留這些指示。
3. 注意所有警告。
4. 請遵守所有指示。
5. 不要在水邊使用此裝置。
6. 只能用乾布清潔。
7. 只能使用製造商指定的附件/配件。
8. 在雷雨天氣或者如果長時間不使用，請拔下裝置插頭。
9. 任何維修事宜均請向合格的人員諮詢。如果本裝置有任何損壞，均需進行維修，例如電源
線或插頭受損；液體濺入或物體落入裝置內；本裝置受淋或受潮、不能正常工作或跌落。

警告/小心
• 請勿長時間在高音量下使用太陽眼鏡。
– 為了避免聽力受損，請以舒適、適度的音量使用太陽眼鏡。
– 先將裝置音量調低，然後再戴上太陽眼鏡或將其放到耳朵附近，之後再逐漸調高音量，直到
達到舒適的聽覺水平。
• 駕駛時請小心並遵守與使用手機相關的法律。
• 如果您在從事需要集中注意力的活動時使用太陽眼鏡，應注意您自身和他人的安全，例如騎
自行車時或在道路、施工現場或鐵路上或附近步行時。您應取下太陽眼鏡或調整音量，以確
保可以聽到周圍的聲音，包括警報和警告訊號。
• 如果太陽眼鏡發出不正常的雜音，請勿使用。在此情況下，請關閉太陽眼鏡，然後聯絡 Bose
客戶服務中心。
• 請勿將太陽眼鏡浸入水中或暴露在潮濕環境下，或在游泳、滑水、衝浪等水上運動中佩戴。
• 如果您產生了熱感或聽不到聲音，請立即取下太陽眼鏡。
包含小部件，可能導致窒息危險。不適合 3 歲以下的兒童使用。
本產品含有磁性材料。諮詢醫生了解此裝置是否會影響植入式醫療裝置。
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重要安全指示

• 為減少著火或電擊的危險，請勿使本產品受淋或受潮。
• 本產品不得受液體淋濺或噴灑，不得將裝有液體的物體（如花瓶等）置於本產品上或本產品
附近。
• 保持產品遠離火源和熱源。請勿將明火火源（如點燃的蠟燭）置於本產品上或靠近本產品。
• 未經授權切勿擅自改裝本產品。
• 僅使用經過相關部門批准且符合本地監管要求的電源（如 UL、CSA、VDE、CCC）。
• 請勿使含電池產品過熱（例如請避免陽光直射並遠離火源等）。
• 請勿在充電時佩戴太陽眼鏡。
• 每次使用後，使用自帶的布袋或乾布擦乾淨太陽眼鏡的鏡片兩側和各個部位。
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監管資訊

備註：本裝置已經過測試，符合 FCC 規則第 15 部分有關 B 類數位裝置的各項限制。這些限制性
規定旨在防範安裝在住宅中的裝置產生有害干擾。本裝置產生、使用並可能發散無線射頻能
量，如果不按照指示安裝和使用，則可能會對無線電通訊造成有害干擾。然而，按照指示安裝
並不能保證某些安裝不會發生干擾。如果本裝置確實對無線電或電視接收造成有害干擾（可透
過關閉和開啟本裝置來確定），使用者可嘗試採取以下一種或多種措施來糾正干擾：
• 重新調整接收天線的方向或位置。
• 增大本裝置和接收器的間距。
• 將本裝置和接收器電源線插入不同線路上的插座中。
• 請諮詢經銷商或有經驗的無線電/電視技術人員以獲得協助。
未經 Bose Corporation 明確批准，擅自變更或改裝本裝置會使使用者操作本裝置的權利失效。
本裝置符合 FCC 規則第 15 部分規定和加拿大 ISED 免許可證 RSS 標準。本裝置工作時應滿足下列
兩種情形：(1) 本裝置不會造成有害干擾；(2) 本裝置必須承受任何接收到的干擾，包括可能造成
裝置異常工作的干擾。
本裝置符合為公眾闡明的 FCC 和加拿大 ISED 輻射限制。本發射器不能與其他天線或發射器位於
同一地點或同時運行。

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
PPE 法規 (EU) 2016/425
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監管資訊

低功率電波輻射性電機管理辦法
第十二條
經型式認証合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、
加大功率或變更原設計之特性及功能。
第十四條
低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通訊﹔經發現有干擾現象時，應立即停
用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通訊，指依電信法規定作業之無線電通訊。
低功率射頻電機須忍受合法通訊或工業、科學及醫療用電波輻射性裝置之干擾。
請勿嘗試拆除產品內的可充電鋰電池。請聯絡本地 Bose 零售商或其他具有資格的專業人員進行
拆除。
請適當處理廢舊電池，遵守本地規章。請勿將其焚化。
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監管資訊

• 本產品符合 ANSI Z80.3、AS/NZS 1067.1 和 EN ISO 12312-1。
• 夜間駕駛時不建議佩戴墨鏡。
• 不適合在黎明或夜間駕駛時使用。
• 該產品可以遮罩 99% 以上的 UVA 和 UVB 紫外線。本產品符合 ANSI Z80.3。
• Alto 或 Rondo 產品僅可使用 Bose 認可的鏡片。
• 不用於直接觀察太陽。
• 不用於保護眼睛免受人造光源帶來的傷害 , 如陽光室內的人造光源。
• 不用於保護眼睛免受機械衝擊危害。
• 不使用時，請將產品存放在自帶的便攜袋中。
• 聯絡 Bose 客戶服務中心獲取替換電源或鏡片。請瀏覽：worldwide.Bose.com/Support/Frames
澳大利亞鏡片分類：1067.1 CAT.2
良好的防眩光保護
UV 級別：UV 400 cut

數量：1 副
中國危險物質限用表
有毒或有害物質或元素的名稱及成分
有毒或有害物質或元素
鉛 (Pb)

汞 (Hg)

鎘 (Cd)

六價鉻 (CR(VI))

多溴化聯苯 (PBB)

印刷電路板

X

O

O

O

O

O

金屬零件

X

O

O

O

O

O

零件名稱

多溴二苯醚 (PBDE)

塑膠零件

O

O

O

O

O

O

揚聲器

X

O

O

O

O

O

連接線

X

O

O

O

O

O

此表格符合 SJ/T 11364 條款。
O：表示此零件中所有同類物質包含的有毒或有害物質低於 GB/T 26572 中的限定要求。
X：表示此零件使用的同類物質中至少有一種包含的有毒或有害物質高於 GB/T 26572
中的限定要求。
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請填寫以下內容，留作記錄
序號和型號位於左側鏡腿上。
序號：_________________________________________________________________________
型號：BMD0008
請將收據連同使用者指南存放在一起。現在是註冊您的 Bose 產品的好機會。
您可以到 global.Bose.com/register 輕鬆完成註冊。
生產日期：序號中第八位數字表示生產年份；「0」表示 2010 年或 2020 年。
中國進口商：Bose 電子（上海）有限公司，中國（上海）自由貿易試驗區，日櫻北路 353 號，
9 號廠房 C 部
歐洲進口商：Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands
台灣進口商：Bose 台灣分公司，台灣 104 台北市民生東路三段 10 號，9F-A1
電話：+886-2-2514 7676
墨西哥進口商：Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec,
11000 México, D.F. 電話：+5255 (5202) 3545

7

|

TCH

法律資訊

安全性資訊
連接 Bose Connect 應用程式時，此產品能夠自動接收來自 Bose 的安全性更新。要透過行
動應用程式接收安全性更新，您必須在 Bose Connect 應用程式中完成產品設定流程。如
果您沒有完成設定流程，您需要透過以下網址自行安裝 Bose 屆時提供的安全性更新：
btu.bose.com。
Apple、Apple 徽標和 Siri 是 Apple Inc. 在美國及其他國家/地區註冊的商標。App Store 是 Apple Inc. 的
服務標記。

Bluetooth ® 文字標記和徽標是由 Bluetooth SIG, Inc. 所擁有的註冊商標，Bose Corporation 對上述標記的
任何使用都遵守許可規定。
Google 和 Google Play 是 Google LLC 的商標。
Bose 和 Bose Frames 是 Bose Corporation 的商標。
Bose 公司總部：1-877-230-5639
©2020 Bose Corporation。未經預先書面許可，不得複製、修改、發行或以其他方式使用本指南之
任何部分。
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裝箱單

內件
請確認包裝箱中內含以下部件：

Bose Frames

便攜包

充電線纜

布袋

備註： 如果產品部分損壞，請勿使用。請聯絡 Bose 授權經銷商或 Bose 客戶服務中心。
請瀏覽：worldwide.Bose.com/Support/Frames
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太陽眼鏡控制項

開啟太陽眼鏡電源
控制媒體播放
控制「按下並轉頭」音量控制
控制 Bluetooth 功能
控制通話功能

接通電源
按下右側鏡腿上的按鈕。
狀態指示燈呈恆亮白色光亮起 2 秒鐘，然後根據 Bluetooth 連接狀態亮起（請參見第
19 頁）。語音提示會通知電池電量和 Bluetooth 連接狀態。

狀態指示燈
接通電源
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太陽眼鏡控制項

關閉電源
將太陽眼鏡倒置 2 秒鐘。
狀態指示燈呈恆亮白色光亮起，然後漸暗。
備註：太陽眼鏡關機後，您即可在任意方向上移動眼鏡。

自動關閉
太陽眼鏡未使用時，自動關閉功能可節省電池電量。當音訊已停止且您已有 5 分鐘
未移動太陽眼鏡時，眼鏡將關機。
要打開 Frames 的電源，請按右側鏡腿上的按鈕。
.

接通電源
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太陽眼鏡控制項

太陽眼鏡功能
媒體播放功能
右側鏡腿上的按鈕可以控制媒體播放。

控制媒體播放

功能

解決方法

播放/暫停

按一次。

前進

按兩次。

後退

按三次。
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太陽眼鏡控制項

音量功能
您可以使用「按下並轉頭」音量控制功能，或使用行動裝置上的音量控制來調整音量。
注意：
• 如要使用「按下並轉頭」音量控制功能，請確定太陽眼鏡已更新。
• 確定已在 Bose Connect 應用程式中開啟「按下並轉頭」音量控制。您可以從「設
定」功能表中存取此選項。

使用「按下並轉頭」音量控制
功能

操作
將頭轉向右，同時按住按鈕。放開按鈕即可設定音量。

提高音量

您會在音量調到最高時聽到提示音。
將頭轉向左，同時按住按鈕。放開按鈕即可設定音量。

降低音量

您會在音量調到最低時聽到提示音。

備註：如要在更大間隔變更音量，請慢慢將頭轉動。
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太陽眼鏡控制項

通話功能
通話功能和麥克風按鈕位於右側鏡腿上。

控制通話

麥克風

功能

解決方法

接聽通話

按一次。

結束通話

按一次。

拒絕接聽來電

按住 1 秒鐘。

接聽第二次通話並保持目前通話

在通話中，按一次。

拒絕第二次通話並保持目前通話

在通話中，按住 1 秒鐘。

在兩次通話之間切換

在有兩通通話時，按兩次。

建立會議通話

在有兩通通話時，按住 1 秒鐘。

備註：如要在通話時調整音量，請參見 第 15 頁上的「音量功能」。
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太陽眼鏡控制項

使用語音控制項
太陽眼鏡麥克風可以用作您行動裝置麥克風功能的擴展。您可以透過右側鏡腿上
的按鈕使用您裝置上的語音控制功能，以便撥打/接聽電話、呼叫 Siri 或 Google
Assistant 播放音樂、告知天氣狀況，或提供遊戲分數資訊等。
按住按鈕以使用裝置上的語音控制項。
您會聽到表示語音控制項已啟動的提示音。

使用語音控制項

備註：如要在使用語音控制時調整音量，請參見 第 15 頁上的「音量功能」。
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電池

為太陽眼鏡充電
1. 請將充電線的針對準右側鏡腿上的充電連接埠。
備註： 針必須對準充電連接埠才能為太陽眼鏡充電。

2. 將針輕輕按向充電連接埠，直到吸附到位。
3. 將另一端連接到 USB 壁式充電器或已開機的電腦。
小心：僅使用經過相關部門批准且符合本地監管要求的電源（如 UL、CSA、
VDE、CCC）。
充電時，電池指示燈會閃爍白色光（請參見第 19 頁）。電池充滿電後，狀態
燈呈恆亮白色光亮起。
注意：
• 太陽眼鏡充電時無法播放音訊。
• 請勿在充電時佩戴太陽眼鏡。

檢查太陽眼鏡的電池電量
• 每次打開太陽眼鏡電源時，語音提示都會播報電池電量。
備註：使用太陽眼鏡時，語音提示將通知您電池是否需要充電。
• 檢查 Bose Connect 應用程式上主頁螢幕的右下角。
• 如果已連接 Apple 裝置，裝置螢幕右上角和通知中心將顯示太陽眼鏡電池電量。
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太陽眼鏡狀態

狀態指示燈位於右側鏡腿上。

狀態指示燈

BLUETOOTH 連接狀態
顯示行動裝置的 Bluetooth 連接狀態。
指示燈活動

系統狀態

緩慢閃爍白色光

準備連接/正在連接

快速閃爍的白色光

已連接

充電狀態
太陽眼鏡連接到電源時將會顯示電池充電量。
指示燈活動

系統狀態

恆亮白色光

完全充滿

閃爍的白色光

正在充電
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語音提示

語音提示指導您完成 Bluetooth 連接過程、播報電池電量，並識別已連接的裝置。

語音提示通知
來電通知
語音提示會通知來電者和來電狀態。

電池通知
每次打開太陽眼鏡電源時，語音提示都會播報電池電量。使用太陽眼鏡且電量低時，
您會聽到「電池電量低，請立即充電。」

停用語音提示
使用 Bose Connect 應用程式停用/啟用語音提示。
備註：停用語音提示會停用通知。
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BLUETOOTH 連 接

使用 Bluetooth 無線技術可以從智慧型手機、平板電腦和筆記型電腦等行動裝置上串
流音訊。要播放裝置上的音訊，必須先將裝置連接到太陽眼鏡。

使用 BOSE CONNECT 應用程式（推薦）連接行動裝置
下載 Bose Connect 應用程式並根據應用程式說明操作。

BOSE
CONNECT

連接之後，您將聽到「已連接到 < 行動裝置名稱 > ，」並且狀態指示燈會快速閃爍白
色光 2 秒鐘，然後變暗。
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BLUETOOTH 連 接

使用行動裝置上的 BLUETOOTH 功能表連接
1. 關閉太陽眼鏡電源（請參見第 13 頁）。
2. 按住右側鏡腿上的按鈕，直至聽到「Ready to connect（已準備好連接）」，狀態
指示燈緩慢閃爍白色光。

狀態指示燈
連接行動裝置

3. 在裝置上，啟用 Bluetooth 功能。
提示：Bluetooth 功能通常在「設定」功能表中。
4. 在裝置清單中選擇太陽眼鏡。
提示：在 Bose Connect 應用程式中查找您為太陽眼鏡輸入的名稱。如果沒有為
太陽眼鏡命名，將顯示預設名稱。

BOSE FRAMES

連接之後，您將聽到「已連接到 < 行動裝置名稱 > ，」並且狀態指示燈會快速閃爍
白色光 2 秒鐘，然後變暗。
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BLUETOOTH 連 接

斷開行動裝置
使用 Bose Connect 應用程式斷開行動裝置的連接。
提示：您也可使用 Bluetooth 設定斷開裝置。停用 Bluetooth 功能後，所有其他裝置
連接都將中斷。

重新連接行動裝置
打開電源後，太陽眼鏡將嘗試重新連接最近連接過的裝置。
備註：這些裝置必須在範圍內（9 公尺）並已通電。

清空太陽眼鏡的裝置清單
1. 關閉太陽眼鏡電源（請參見第 13 頁）。
2. 按住右側鏡腿上的按鈕 10 秒，直至聽到「Bluetooth 裝置清單已清空」，狀態指
示燈緩慢閃爍白色光。
3. 刪除裝置上的 Bluetooth 清單中太陽眼鏡。
所有裝置都被清除，太陽眼鏡可隨時連接。
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維護與保養

收納太陽眼鏡
將太陽眼鏡折疊以便於保存。
1. 朝鏡片向內折鏡腿，使太陽眼鏡變平。

2. 將太陽眼鏡放入盒中，鏡片朝向盒前側。

注意：
• 不使用時，請確保關閉太陽眼鏡。
• 長期存放太陽鏡之前，請確保電池電量充滿。
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維護與保養

維護太陽眼鏡
需定期對太陽眼鏡和布袋進行保養。
元件

保養說明
每次使用後，使用自帶的布袋擦乾淨太陽眼鏡的鏡片兩側和各個部位。

太陽眼鏡

小心：
• 請勿使用任何噴霧、溶劑、化學品或含酒精、氨水、研磨劑的清潔劑。
• 請勿讓液體進入任何開口。

布袋

1. 用手使用冷水洗滌。
2. 懸掛晾乾。

更換零件和配件
可透過 Bose 客戶服務中心訂購更換零件和配件。
請瀏覽：worldwide.Bose.com/Support/Frames

有限保固
太陽眼鏡享受有限保固。請瀏覽我們的網站：global.Bose.com/warranty，了解有限
保固的詳細資料。
要註冊產品，請瀏覽 global.Bose.com/register，了解相關指示。未執行註冊並不影
響您的保固期權利。
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維護與保養

序號和參考編號的位置
序列位於左內鏡腿，參考編號位於右內鏡腿。

參考編號

序號
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疑難排解

首先嘗試這些解決方案
如果您的太陽眼鏡出現問題，請先嘗試以下解決方案：
• 打開太陽眼鏡電源（請參見第 12 頁）。
• 檢查狀態指示燈的狀態（請參見第 19 頁）。
• 確保行動裝置支援 Bluetooth 配對（請參見第 21 頁）。
• 下載 Bose Connect 應用程式並運行可用的軟體更新。
• 電池充電（請參見第 18 頁）。
• 調高行動裝置和音樂應用程式的音量。
• 連接另一台行動裝置（請參見第 21 頁）。

其他解決方案
若無法解決問題，請參見下表了解常見問題的症狀和解決方法。若仍然無法解決問
題，請聯絡 Bose 客戶服務中心。
請瀏覽：worldwide.Bose.com/contact
問題

解決方法
在您的裝置上：
• 關閉 Bluetooth 功能再打開。

太陽眼鏡無法與行動裝置
建立連接

• 從裝置的 Bluetooth 清單中刪除太陽眼鏡。重新連接（請參見
第 21 頁）。
將裝置靠近太陽眼鏡，遠離其他干擾或障礙物。
連接不同的行動裝置（請參見第 21 頁）。
請瀏覽：worldwide.Bose.com/Support/Frames 查看說明視訊。
清除太陽眼鏡的裝置清單（請參見第 23 頁）。再次連接。

Bose Connect 應用程式
無法在行動裝置上運行

確保 Bose Connect 應用程式與您的裝置相容。請瀏覽：
worldwide.Bose.com/Support/Frames
在裝置上解除安裝 Bose Connect 應用程式並重新安裝應用程式
（請參見第 21 頁）。
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疑難排解

問題

解決方法
按下行動裝置上的播放按鈕，確保曲目可以播放。

沒有聲音

將裝置靠近太陽眼鏡，遠離其他干擾或障礙物。
使用不同的音樂來源。
連接不同的裝置（請參見第 21 頁）。
使用不同的音樂來源。

音質差

連接不同的行動裝置。
將裝置靠近太陽眼鏡，遠離其他干擾或障礙物。
關閉裝置或音樂應用程式上的任何音訊增強功能。
請將充電線的針正確地對準太陽眼鏡上的充電連接埠並吸附到位。
固定充電線的兩端。

太陽眼鏡無法充電

如果您的太陽眼鏡曾暴露在高溫或低溫環境中，請先等待太陽
眼鏡恢復室溫，然後再次嘗試充電。
斷開太陽鏡的充電連接線以及 USB 牆式充電器或電腦的充電
連接線。等待 10 秒鐘，然後重新連接充電連接線（請參見第
18 頁）。
嘗試不同的 USB 插座充電器或電腦。
確保右側鏡腿上的麥克風沒有被堵塞。

麥克風沒有接收到聲音

嘗試再次通話。
試試另一台相容裝置。
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疑難排解

問題

解決方法
對於多次按壓功能：改變按壓速度。
確保音樂應用程式支援該功能。
關閉再重新打開太陽眼鏡。

裝置對按鈕的按壓操作
無反應

在您的裝置上：
• 關閉 Bluetooth 功能再打開。
• 從裝置的 Bluetooth 清單中刪除太陽眼鏡。重新連接（請參見
第 22 頁）。
試試另一台相容裝置。
確定太陽眼鏡已更新。下載 Bose Connect 應用程式。

無法使用太陽眼鏡調整
音量

在 Bose Connect 應用程式中，確定「按下並轉頭」音量控制已
開啟。您可以從「設定」功能表中存取此選項。
如要避免存取語音控制 ( 請參見第 17 頁 )，請務必在按下按
鈕時轉頭。
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安全上の留意項目

安全およびセキュリティ上の留意項目および使用方法をよく読み、それに
従ってください。
安全上の留意項目
1. 本書をよくお読みください。
2. 必要な時にご覧になれるよう、本書を保管してください。
3. すべての注意と警告に留意してください。
4. すべての指示に従ってください。
5. この製品を水の近くで使用しないでください。
6. お手入れは乾いた布を使用して行ってください。
7. 必ず指定された付属品、あるいはアクセサリーのみをご使用ください。
8. 雷雨時や長期間使用しない場合は、電源プラグを抜いてください。
9. 修理が必要な際には、Bose カスタマーサービスにお問い合わせください。製品に何らか
の損傷が生じた場合、たとえば電源コードやプラグの損傷、液体や物の内部への侵入、
雨や湿気などによる水濡れ、動作の異常、製品本体の落下などの際には、ただちに電源
プラグを抜き、修理をご依頼ください。

警告/注意
• 大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。特に長時間
にわたるFramesのご使用の際は、大きな音量はお避けください。
– Frames を使用する場合は、耳に負担をかけないように適度な音量に調節してください。
– Frames を装着または耳に近づける前に再生機器の音量を下げておきます。その後、適度な
音量になるまで少しずつ音量を上げてください。
• 運転中は携帯電話の使用に関する国または地域の法令を確認し、これを遵守してください。
• 車道、建設現場、線路などの付近を歩いている時などにFrames を使用する場合は、安全に
十分注意してください。アラームや警告音などの周囲の音が聞こえるように、Frames を外す
か、音量を下げてFramesをお使いください。
• Frames から異常な音が聞こえる場合は、Framesを使用しないでください。そのような場合は、
Framesの電源をオフしてBose カスタマーサービスにご連絡ください。
• Frames を長時間水に浸したり雨に濡らしたり、水泳や水上スキー、サーフィンなどのウォー
タースポーツで使用したりしないでください。
• 熱を感じた場合、または音声が聞こえなくなった場合には、すぐにFramesを外してください。
のどに詰まりやすい小さな部品が含まれています。3 歳未満のお子様には適していま
せん。
この製品には磁性材料が含まれています。体内に埋め込まれている医療機器への影響
については、医師にご相談ください。
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安全上の留意項目
• 火災や感電を避けるため、雨の当たる場所や湿度の高い場所で製品を使用しないでください。
• 水漏れやしぶきがかかるような場所でこの製品を使用しないでください。また、花瓶など
の液体が入った物品を製品の上や近くに置かないでください。
• 火気や熱源などの近くで使用しないでください。火の付いたろうそくなどの火気を、製品
の上や近くに置かないでください。
• 許可なく製品を改造しないでください。
• この製品には、法令 (UL、CSA、VDE、CCC など ) に準拠した電源アダプターのみをお使いくだ
さい。
• バッテリーが含まれる製品を直射日光や炎など、過度な熱にさらさないでください。
• 充電中はFramesを装着しないでください。
• 使用後は毎回、両側のレンズとフレームのすべての部分を、付属の布製バッグまたは乾い
た布で拭いてください。
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規制に関する情報
注 : 本機は、FCC 規則のパート 15 に定められたクラスB デジタル装置の規制要件に基づいて所
定の試験が実施され、これに準拠することが確認されています。この規制要件は、住宅に設
置した際の有害な干渉に対し、合理的な保護となるように策定されています。本機は無線周
波数エネルギーを発生、利用、また放射することがありますので、指示通りに設置および使
用されない場合は、無線通信に有害な電波干渉を引き起こす可能性があります。しかし、特
定の設置条件で干渉が発生しないことを保証するものではありません。本機が、電源のオン・
オフによりラジオ・テレビ受信に有害な干渉を引き起こしていると確認された場合、次の
1つ あるいはいくつかの方法で対処を試みることをお勧めします。
• 受信アンテナの向きや位置を変える。
• 本機と受信機の距離を離す。
• 受信機の接続されているコンセントとは別の回路のコンセントに本機を接続する。
• 販売店もしくは経験豊富なラジオ・テレビ技術者に相談する。
Bose Corporationによって明確な許諾を受けていない本製品への変更や改造を行うと、この機器
を使用するユーザーの権利が無効になります。
このデバイスは、FCC 規則のパート 15 およびカナダ イノベーション・科学経済開発省の
ライセンス適用免除RSS規則に準拠しています。動作は次の2つの条件に従う必要があります:
(1) 本装置は有害な干渉を引き起こしません。(2) 本装置は、不適切な動作を招く可能性がある
干渉を含め、いかなる干渉も対応できなければなりません。
このデバイスは、FCC およびカナダ イノベーション・科学経済開発省が一般用途向けに定め
た電磁波放出制限に準拠しています。このトランスミッターは、他のアンテナまたはトラン
スミッターと一緒に配置したり、動作させたりしないでください。

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
PPE Regulation (EU) 2016/425
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規制に関する情報

低電力無線デバイスの管理規制
第 12条
「低電力無線デバイスの管理規制」により、会社、企業、またはユーザーは、NCC の許可なく、
承認済みの低電力無線デバイスの周波数を変更したり、送信出力を強化したり、元の特性お
よび性能を改変したりすることはできません。
第14 条
低電力無線デバイスが、航空機の安全に影響を及ぼしたり、正規の通信を妨害したりするこ
とはできません。発見された場合、ユーザーは干渉が発生しなくなるまでただちに使用を中
止しなければなりません。上述の正規の通信とは、電気通信法に基づいて運用される無線通
信を意味します。
低電力無線デバイスは、正規の通信またはISM 帯電波を放射するデバイスからの干渉に対応
できなければなりません。
この製品からリチウムイオンバッテリーを取り外さないでください。取り外しはサービス担
当者にお任せください。
使用済みの電池は、お住まいの地域の条例に従って正しく処分してください。焼却し
ないでください。

5

|

JPN

規制に関する情報
• この製品は、ANSI Z80.3、AS/NZS 1067.1、および EN ISO 12312-1 に準拠しています。
• 着色されたアイウェアを夜間の運転時に着用することはお勧めできません。
• 夕暮れや夜間の運転には適していません。
• この製品は、紫外線 A 波 (UVA) および B 波 (UVB) の光エネルギーの 99% 以上をブロックするよ
うに設計されています。この製品は ANSI Z80.3 に準拠しています。
• Alto 製品またはRondo製品には、Bose が承認したレンズのみを使用してください。
• 太陽を直接観察するためには使用できません。
• 日焼けサロンなどの人工光源から保護するためには使用できません。
• 機械的衝撃による危険から目を保護するためには使用できません。
• 製品を使用しないときは、付属のキャリーケースに保管してください。
• 電源アダプターや交換用レンズについては、Bose カスタマーサービスまでお問い合わせく
ださい。次のサイトをご参照ください。worldwide.Bose.com/Support/Frames
オーストラリアにおけるレンズの分類 : 1067.1 CAT.2
太陽のまぶしい光を適切に保護
UV 保護等級: UV 400 カット

数量: 1 EA
中国における有害物質の使用制限表
有毒 / 有害物質または成分の名称および含有量
有毒/ 有害物質および成分
パーツ名

鉛 水銀 カドミウム 六価クロム ポリ臭化ビフェニル ポリ臭化ジフェニルエーテル
(Pb) (Hg)
(Cd)
(CR(VI))
(PBB)
(PBDE)

PCB

X

O

O

O

O

O

金属パーツ

X

O

O

O

O

O

プラスチックパーツ

O

O

O

O

O

O

スピーカー

X

O

O

O

O

O

ケーブル

X

O

O

O

O

O

この表はSJ/T 11364の規定に従って作成されています。
O: このパーツに使用されているすべての均質物質に含まれている当該有毒/
有害物質が、GB/T 26572の制限要件を下回っていることを示します。
X: このパーツに使用されている1種類以上の均質物質に含まれている当該有毒
/ 有害物質が、GB/T 26572の制限要件を上回っていることを示します。
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規制に関する情報

製品情報の控え
シリアル番号とモデル番号は左フレームに記載されています。
シリアル番号: __________________________________________________________________
モデル番号: BMD0008
この取扱説明書と共に、ご購入時の領収書を保管することをおすすめします。製品の登録
をお願いいたします。登録は弊社Webサイトから簡単に行えます。
製造日 : シリアル番号の8桁目の数字は製造年を表します。「0」は 2010 年または 2020 年です。
中国における輸入元: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riying Road,
China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone
EUにおける輸入元: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands
台湾における輸入元: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
Phone Number: +886-2-2514 7676
メ キ シ コ に お け る 輸 入 元 : Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de
Chapultepec, 11000 México, D.F. Phone Number: +5255 (5202) 3545
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法的情報

セキュリティ情報
この製品は、Bose Connect アプリに接続したときに Bose からセキュリティアップデー
トを自動的に受信することができます。モバイルアプリケーションを介してセキュ
リティアップデートを受信するには、Bose Connect アプリで製品のセットアップを完
了する必要があります。セットアップを完了していない場合は、btu.bose.com で Bose
が公開するセキュリティアップデートをお客様ご自身でインストールする必要があ
ります。
Apple、Appleのロゴ、および Siri はApple Inc.の商標であり、アメリカ合衆国および他の国々で登
録されています。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。

Bluetooth ® のワードマークとロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標で、Bose Corporationは
これらの商標を使用する許可を受けています。
Google およびGoogle Play は Google LLCの商標です。
Boseおよび Bose Framesは、Bose Corporation の商標です。
Bose Corporation Headquarters: 1-877-230-5639
©2020 Bose Corporation. 本書のいかなる部分も、書面による事前の許可のない複写、変更、配布、
その他の使用は許可されません。
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内容物の確認

内容物
下図の内容物がすべて同梱されていることを確認してください。

Bose Frames

キャリーケース

充電ケーブル

布製バッグ

注: 万が一、開梱時に内容物の損傷や欠品などが発見された場合は、使用せず、
ただちにお買い上げになった販売店までご連絡ください。
次のサイトをご参照ください。worldwide.Bose.com/Support/Frames
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F R A M ES の 操 作

Framesの電源オン
メディアの再生操作
「ボタンと頭の回転で音量調節」機能の操作
Bluetooth 機能の操作
通話機能の操作

電源オン
右フレームの電源ボタンを押します。
ステータスインジケーターが白く 2 秒間点灯した後、Bluetooth 接続の状態に応じ
て点灯します (19 ページを参照 )。音声ガイドで、バッテリー残量と Bluetooth 接
続の状態を通知します。

ステータスインジケーター
電源オン
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F R A M ES の 操 作

電源オフ
Bose Frames を裏返して2 秒間待ちます。
ステータスインジケーターが白く点灯してから次第に消灯します。
注: Frames の電源がオフになった後は、向きを変えてもかまいません。

自動オフ
Frames が使用されない状態が続くと自動オフタイマーが働き、バッテリーの消耗
を抑えます。音楽の再生を停止してから 5 分間、Frames を動かさないと、Frames
の電源が切れます。
電源をオンにするには、右フレームのボタンを押します

電源オン
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F R A M ES の 操 作

FRAMESの機能
メディア再生機能
メディアの再生を操作するには、右フレームのボタンを使用します。

メディアの再生操作

機能

操作方法

再生/一時停止

ボタンを1 回押します。

トラック送り

ボタンを続けて2 回押します。

トラック戻し

ボタンを続けて3 回押します。
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F R A M ES の 操 作

音量調節機能
音量を調節するには、「ボタンと頭の回転で音量調節」機能を使用するか、モバイ
ル機器の音量調節機能を使用します。
注:
• 「ボタンと頭の回転で音量調節」機能を使用するには、Frames が最新の状態であ
る必要があります。
• Bose Connect アプリで「ボタンと頭の回転で音量調節」機能が有効になってい
ることを確認します。このオプションは設定メニューから設定できます。

「ボタンと頭の回転で音量調節」機能を使用する
機能

操作方法
ボタンを長押ししながら、頭を右に回します。ボタンを
放して、音量を設定します。

音量アップ

音量が最大レベルに達すると、ビープ音が聞こえます。
ボタンを長押ししながら、頭を左に回します。ボタンを
放して、音量を設定します。

音量ダウン

音量が最小レベルに達すると、ビープ音が聞こえます。

注: 音量を少しずつ変更するには、ゆっくり頭を回します。
15
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F R A M ES の 操 作

通話機能
通話機能を操作するボタンとマイクは、右フレームにあります。

通話機能の操作

マイク

機能

操作方法

着信に応答する

ボタンを 1 回押します。

通話を終了する

ボタンを1 回押します。

着信を拒否する

ボタンを1 秒間長押しします。

通話中の相手を保留にし
て割込み着信に応答する

通話中にボタンを1 回押します。

割 込 み 着 信 を 拒 否 し て、 通話中にボタンを1 秒間長押しします。
現在の通話を続ける
2 つの通話を切り替える

2 回線の通話が有効な状態でボタンを続けて2 回押します。

カンファレンスコール

両方の通話相手と話す場合は、ボタンを 1 秒間長押しします。

注: 通話中に音量を調節するには、「音量調節機能」(15 ページ ) を参照してく
ださい。
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F R A M ES の 操 作

音声コントロール機能を使用する
Frames に内蔵されているマイクがモバイル機器の外部マイクとして機能します。
右フレームのボタンを使って、モバイル機器の音声コントロール機能にアクセス
し、通話したり、Siriや Google アシスタントで音楽を再生したり、天気を尋ねたり、
スポーツのスコアを調べたりすることなどができます。
モバイル機器の音声コントロールを起動するには、ボタンを長押しします。
音声コントロールが起動するとビープ音が聞こえます。

音声コントロール機能への
アクセス

注: 音声コントロール機能を使用している間に音量を調節するには、「音量調節機
能」(15 ページ )を参照してください。
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バッテリー

FRAMESの充電
1. 充電ケーブルのピンを右フレームの充電端子の位置に合わせます。
注: Framesを正しく充電するには、ピンと充電端子の向きを正しく合わせる必
要があります。

2. 充電端子に合わせてピンを軽く押すと、磁石の力でピンが所定の位置に収まり
ます。
3. もう一方のプラグを USB ウォールチャージャーまたは電源の入っているパソコ
ンに接続します。
注意: この製品には、法令 (UL、CSA、VDE、CCC など ) に準拠した電源アダプ
ターのみをお使いください。
充 電 中 は ス テ ー タ ス イ ン ジ ケ ー タ ー が 白 く 点 滅 し ま す (19 ペ ー ジを 参 照 )。
バッテリーの充電が完了すると、ステータスインジケーターは白く点灯します。
注:
• 充電中は Framesで音楽を聴くことはできません。
• 充電中は Framesを装着しないでください。

FRAMESの充電状態の確認
• Frames の電源をオンにするたびに、バッテリー残量を知らせる音声ガイドが流
れます。
注: Framesの使用中にバッテリーの充電が必要になると、音声ガイドが流れます。
• Bose Connect アプリのホーム画面右下にある表示を確認します。
• Apple 製品に接続すると、画面の右上と通知センターに Frames のバッテリー残
量が表示されます。
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F R A M ES の 状 態

ステータスインジケーターは右フレームにあります。

ステータスインジケーター

BLUETOOTH 接続の状態
モバイル機器のBluetooth 接続の状態を示します。
インジケーターの表示

システムの状態

白の遅い点滅

接続可能/接続中

白の速い点滅

接続済み

充電状態
Frames を電源に接続すると、バッテリー残量が示されます。
インジケーターの表示

システムの状態

白の点灯

満充電

白の点滅

充電中
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音声ガイド

本製品には、Bluetooth 接続の手順を案内し、バッテリー残量と接続したモバイル
機器を知らせる音声ガイドが組み込まれています。

音声ガイドによる通知
着信の通知
音声ガイドで、着信の発信元と通話の状態を通知します。

バッテリー残量の通知
Frames の電源をオンにするたびに、バッテリー残量を知らせる音声ガイドが流れ
ます。Frames を使用中にバッテリー残量が低下すると、「バッテリー残量が低下し
ています。すぐに充電してください」と聞こえます。

音声ガイドを無効化する
音声ガイドの有効/ 無効を切り替えるには、Bose Connect アプリを使用します。
注: 音声ガイドを無効にすると、通知が無効になります。
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BLUETOOTH 接 続

Bluetooth ワイヤレステクノロジーにより、スマートフォン、タブレット、パソコ
ンなどのオーディオをワイヤレス再生することができます。Bluetooth 対応機器の
音楽を再生するには、モバイル機器を Frames に接続しておく必要があります。

BOSE CONNECT アプリを使用してモバイル機器を接続する
(推奨)
Bose Connect アプリをダウンロードして、アプリに表示される手順に従います。

BOSE
CONNECT

接続されたら「<機器名> に接続済みです」という音声ガイドが聞こえ、ステータ
スインジケーターが2秒間白く点滅してから次第に消灯します。
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BLUETOOTH 接 続

モバイル機器のBLUETOOTH メニューを使用して接続する
1. Framesの電源をオフにします (13ページを参照)。
2. 「接続準備完了」と聞こえ、ステータスインジケーターが白くゆっくりと点滅
するまで、右フレームのボタンを長押しします。

ステータスインジケーター
モバイル機器への接続

3. モバイル機器のBluetooth 機能をオンにします。
ヒント: 通常、Bluetooth 機能は「設定」メニューにあります。
4. デバイスリストからFrames を選択します。
ヒント: Bose ConnectアプリでFramesに付けた名前を探してください。Frames
に名前を付けていない場合は、デフォルトの名前が表示されます。

BOSE FRAMES

接続されたら「<機器名> に接続済みです」という音声ガイドが聞こえ、ステー
タスインジケーターが2 秒間白く点滅してから次第に消灯します。
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BLUETOOTH 接 続

モバイル機器の接続を解除する
モバイル機器の接続を解除するには、Bose Connect アプリを使用します。
ヒント: Bluetooth 設 定 を 使 用 し て 機 器 の 接 続 を 解 除 す る こ と も で き ま す。
Bluetooth 機能を無効にすると、他の機器との接続もすべて解除されます。

モバイル機器を再接続する
Frames の電源をオンにすると、最後に接続していたモバイル機器に再接続します。
注: 機器が通信範囲内 (9 m) にあり、電源が入っている必要があります。

FRAMESのデバイスリストを消去する
1. Framesの電源をオフにします (13ページを参照)。
2. 「Bluetooth デバイスリストを消去しました」と聞こえ、ステータスインジケーター
が白くゆっくりと点滅するまで、右フレームのボタンを10秒間長押しします。
3. モバイル機器のBluetooth リストから Frames を削除します。
すべての機器が消去され、Frames が新しい機器と接続可能な状態になります。
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補足事項

FRAMESを収納する
収納、持ち運びに便利なようにFrames を折りたたむことができます。
1. 左右のフレームが重なるように、フレームをレンズの方に内側に折りたたみます。

2. レンズをケースの前面に向けて、Frames をケースに収納します。

注:
• Frames を使用しないときは、電源をオフにしてください。
• Frames を数か月以上使用しない場合は、バッテリーを完全に充電してから保管
してください。
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補足事項

FRAMESのお手入れ
Frames と布製バッグは定期的にお手入れすることをお勧めします。
コンポーネント

お手入れ方法
使用後は毎回、両側のレンズとフレームのすべての部分を、付属の布
製バッグで拭いてください。

Frames

注意:
• スプレー、溶剤、化学薬品、またはアルコール、アンモニア、研磨
剤などを含むクリーニング液は使用しないでください。
• 開口部に液体が入らないようにしてください。

布製バッグ

1. 冷水で手洗いします。
2. 吊して乾かします。

交換部品とアクセサリー
交換部品とアクセサリーは、ボーズ製品取扱店、弊社 Web サイト、またはお電話
によるご注文でご購入いただけます。
次のサイトをご参照ください。worldwide.Bose.com/Support/Frames

保証
製品保証の詳細は弊社Web サイトをご覧ください。
製品の登録をお願いいたします。登録は弊社 Web サイトから簡単に行えます。
製品を登録されない場合でも、保証の内容に変更はありません。
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補足事項

シリアル番号とリファレンス番号の位置
シリアル番号は左フレームの内側にあり、リファレンス番号は右フレームの内側
にあります。

リファレンス番号

シリアル番号
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トラブルシューティング

最初にお試しいただくこと
Frames に問題が生じた場合は、まず下記の点をご確認ください。
• Frames の電源をオンにします (12ページを参照 )。
• ステータスインジケーターの状態を確認します (19 ページを参照)。
• お 使 い の モ バ イ ル 機 器 が Bluetooth 接 続 に 対 応 し て い る こ と を 確 認 し ま す
(21 ページを参照)。
• Bose Connect アプリをダウンロードして、入手可能なソフトウェアのアップデー
トを実行します。
• バッテリーを充電します (18ページを参照 )。
• モバイル機器と音楽再生アプリの音量を上げます。
• 別のモバイル機器を接続します (21ページを参照 )。

その他の対処方法
問題が解決しない場合は、次の表を参照して一般的な問題の症状と対処方法をご
確認ください。それでも問題が解決できない場合は、Bose カスタマーサービスま
でお問い合わせください。
次のサイトをご参照ください。worldwide.Bose.com/contact
症状

対処方法
お使いのモバイル機器での操作 :

• Bluetooth 機能をオフにしてから、もう一度オンにします。

Frames と モ バ イ
ル機器を接続でき
ない

• モバイル機器のBluetooth リストからFramesを削除します。もう一
度接続してみます (21 ページを参照)。
モバイル機器を Framesに近づけ、他の干渉源や障害物から離します。
別のモバイル機器と接続して試してみてください(21ページを参照)。
次のサイトをご参照ください。worldwide.Bose.com/Support/Frames
にアクセスして、解説ビデオを参照します。
Frames のデバイスリストを消去します (23 ページを参照 )。もう一
度接続し直します。

モバイル機器で
Bose Connect ア
プリが動作しない

Bose Connectアプリがお使いの機器と互換性があることを確認してく
ださい。次のサイトをご参照ください。
worldwide.Bose.com/Support/Frames
モバイル機器で Bose Connect アプリをアンインストールしてから、
アプリを再インストールします(21 ページを参照)。
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症状

対処方法
モバイル機器の再生ボタンを押して、音楽が再生されていることを確
認します。

音が出ない

モバイル機器を Framesに近づけ、他の干渉源や障害物から離します。
別の楽曲や音楽再生アプリを使用します。
別のモバイル機器と接続して試してみてください(21ページを参照)。
別の楽曲や音楽再生アプリを使用します。

音質が悪い

別のモバイル機器と接続して試してみてください。
モバイル機器を Framesに近づけ、他の干渉源や障害物から離します。
モバイル機器や音楽再生アプリのオーディオ拡張機能をオフにします。
充電ケーブルのピンの向きが Frames の充電端子に合っていて、磁石
で所定の位置に収まっていることを確認します。
充電ケーブルの両端をしっかりと接続し直します。

Frames を 充 電 で
きない

Frames が非常に高温または低温の場所に置かれていた場合は、室温
に戻してからもう一度充電してください。
Frames と USB ウォールチャージャーまたはパソコンから充電ケーブ
ルを外します。10 秒間待ってから、充電ケーブルを接続し直します
(18ページを参照 )。
別のUSBウォールチャージャーまたはパソコンを試してみてください。

マイクが音を正常
に拾わない

右フレームにあるマイクの開口部が塞がれてないことを確認します。
もう一度電話をおかけ直しください。
対応している別の機器で試してみてください。
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症状

対処方法
2回以上続けて押す操作の場合は、押す速度を変えてみてください。
音楽アプリが機能に対応していることを確認してください。

モバイル機器がボ
タン操作に反応し
ない

Framesの電源をオフにしてから、もう一度オンにします。
お使いのモバイル機器での操作 :
• Bluetooth 機能をオフにしてから、もう一度オンにします。
• モバイル機器のBluetooth リストからFramesを削除します。もう一
度接続してみます (22 ページを参照)。
対応している別の機器で試してみてください。
Frames が最新の状態であることを確認します。Bose Connect アプリ
をダウンロードしてください。

Frames を 使 用 し
て音量を調節でき
ない

Bose Connect アプリで、「ボタンと頭の回転で音量調節」機能がオン
になっていることを確認します。このオプションは設定メニューから
設定できます。
音声コントロールが動作しないようにするには (17 ページを参照 )、
ボタンを押しながら頭を回してください。
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