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For Your Safety

Warning

● When using the product, be careful not to disturb 
other people around you.● Do not use in areas where 
it is dangerous and you are unable to hear ambient 
noise around you.  Pay careful attention when using 
while performing work that requires your full 
attention.● When using the product, pay careful 
attention to traf�c conditions, pedestrian traf�c, and so 
on; follow all road traf�c laws and regulations 
(hereinafter referred to as "traf�c laws") while using 
the product. There is the possibility of causing a traf�c 
accident when using the product.● There may be 
cases where wearing headsets while operating an 
automobile, bicycle, or motorcycle is regulated by local 
traf�c laws. Please contact your local municipality 
before using.● When using the product, check to make 
sure the product itself is �rmly in place in order to 
prevent the Earbud from coming off.● In the unlikely 
event that the Earbud comes off and remains in your 
ear, do not forcibly remove it; seek medical advice and 
follow the instructions of medical staff.● Pay careful 
attention not to turn the volume up too high on 
connected equipment. Exposure to loud sounds for 
extended periods of time has the risk of damaging ears 
and causing hearing loss. Before using, carefully check 
the volume before placing against the ear.● This 
product uses a rechargeable battery. A new battery will 
charge up to its full capacity only after �rst being fully 
charged and fully depleted 2�3 times. Do not leave a 
fully charged battery connected to the charger. 
Overcharging will shorten the life of the battery.●  
Keep the battery in a place with a temperature range of 
0-45℃. Placing in a location outside that temperature 
range—an extremely hot or cold location (for example, 
somewhere in direct sunlight or inside a hot car) in 
summer or winter—may result in the following: 
leakage, overheating, rupture, discharge, and the 
shortening of the life of the battery. Even if fully 
charged, there may be cases where the product does 
not work temporarily.● Submitting the product battery 
to any of the following may cause �res or chemical 
burns:strong physical impacts; electrically charged 
materials contacting the battery electrode;  
overcharging and over-discharging through use of 
rapid chargers and so on; handling incorrectly. 
Damaged batteries may generate heat and have the 
danger of exploding.● Because the product battery 
was not designed to be replaced with other batteries, 
removing the product battery and replacing with other 
batteries is prohibited. Removing and replacing the 
battery is dangerous and has the risk of damaging the 
product.● When disposing of the battery, please 
follow local laws and regulations. Recycle as much as 
possible; do not dispose of the battery in your normal 
household waste; do not burn. There is a risk of 
explosion.● This product contains small parts and 
cords that may become stuck in the throat and cause 
suffocation. Please store out of reach of children. If 
children use the product, there is the possibility it could 
cause serious injury or death.● Do not submit the 
product body to strong impacts. Strong impacts may 
cause damage or product failure.● Do not use if the 
product is damaged or broken. We assume no 
responsibility if the product is used in a damaged or 
broken state.● We assume no responsibility in the case 
of any accident that occurs if the product is used in a 
way that does not follow the provided safety 
precautions, or is used in a way that deviates from the 
intended use or laws and regulations, such as traf�c 
laws, provided in the safety precautions.

Caution

● The intended use of the product is, in conjunction 
with our smartphone application, for group calls in the 
context of sports, including skiing, snowboarding, 
cycling, �shing,and so on. This product has been 
developed and designed to be used with our 
smartphone application. We do not offer support 
related to how to use our smartphone application on 
smartphones other than those speci�ed. We ask for 
your understanding.● Do not place near heating 
equipment, in dusty or hot areas, in direct sunlight, or 
where the product may come in contact with water. 
Doing so may cause the product to break.● To clean 

dirt from the exterior of the BONX earpiece, wipe with a 
soft towel. For particularly stubborn stains, wipe with a 
cloth moistened with a mild detergent. Paint thinner, 
benzine, and alcohol will damage the surface �nish; do 
not use them.● Operating within the frequency band 
used by this product are industrial, scienti�c, and 
medical equipment, factory production lines, and so on, 
where private radio stations for mobile identi�cation 
are used (radio stations requiring licenses), as well as 
low-power radio stations (radio stations that do not 
require licenses). Before using the product,con�rm that 
these types of radio stations are not operating nearby. 
In the unlikely event of radio interference between the 
product and these types of radio stations, refrain from 
using the product and address the issue promptly, such 
as by changing locations. This product is a wireless 
device featuring a sophisticated built-in 2.4GHz band 
data communication system. The modulation system 
uses FH-SS.● The Bluetooth product name and logo are 
registered trademarks of Bluetooth® SIG, Inc.BONX Inc. 
uses all of these based on a license.● The App Store is a 
service trademark of Apple Inc.● iPhone is a trademark 
of Apple Inc., registered in the US and other countries.● 
Android™ is a trademark of Google Inc.● BONX™ and 
the BONX™ logo are trademark registered in Japan, and 
registrations pending in the United States and other 
countries by BONX Inc.● All brands described in the 
instruction manual are protected property of their 
respective owners.● Designs, speci�cations and what is 
described in this manual are subject to change without 
prior notice.

Warranty Regulations
1. Within the warranty period set by BONX Inc. 
(calculated from the product purchase date), as long as 
the failure of this product occurred while being used 
appropriately (used according to safety precautions and 
the correct intended use), the product will be repaired 
or replaced free of charge.
　　

Warranty Range

2. The following are not covered by the warranty.(1) If 
you do not submit the warranty and the broken 
product.(2) If you do not submit proof of purchase 
(receipt, delivery slip, etc) showing the purchase date 
issued by the retailer or online store.(3) If the warranty 
is proven to have been forged or altered.(4) If the 
product has been altered, taken apart, or damaged by 
repairs carried out by a third party not speci�ed by 
BONX Inc. or the customer.(5) If the product is used in 
violation of the safety precautions or intended purpose 
of use, or if the product is connected to equipment 
other than that speci�ed by BONX Inc., or if 
incorporated and used in such equipment resulting in 
damage or product failure. (6) If the product receives 
shock or is dropped and damaged while in transit after 
purchase.(7) If the product breaks due to external 
factors such as earthquakes, �res, lightning, wind and 
�ood damage, other natural disasters, pollution, or 
voltage abnormalities.(8) If other reasons are found 
that violate free repairs or product replacement.
3. The warranty for this product covers only products 
purchased in Japan and the United States. As for other 
countries, please refer to the product support page on 
our website which lists the latest information regarding 
warranties.

Repairs / Replace

4. To request repairs, send the warranty card and proof 
of purchase date (receipt, delivery slip, etc) together 
with the product to our of�ce.
5. The customer is responsible for any shipping fees 
incurred when shipping to our of�ce. Also, we assume 
no responsibility if the product is damaged or lost while 
in transit.
6. The address for sending in your product for repairs 
will vary depending on what country you purchased the 
product in. Please refer to our support page and contact 
us for details.

Disclaimer

7. For product failures, unless there is intent or gross 
negligence by BONX Inc., liability for damages, such as 
our defaulting on debt or illegal actions, will be the 

upper limit of the purchase price of this product.
8. We will assume no responsibilities for consequential, 
incidental, indirect, and mental damages, lost pro�ts, 
or compensation for data loss caused by the failure of 
the product.
9. The warranty card will not be reissued. Keep it 
somewhere safe and secure.

安全上の注意

警告

●　ご使用の際は、周囲の人の迷惑にならないようにご注意く
ださい。●　周囲の音が聞こえないと危険な場所では使用しな
いでください。集中力を必要とする作業を行っているときに使
用する際は、十分に注意を払ってください。●　ご使用の際に
は、交通状況や人の往来など周囲の状況に十分注意し、道路交
通法や条例等の交通法規（以下、「交通法規」といいます。）を守っ
て使用してください。交通事故の原因となる恐れがあります。
●　自動車、自転車、オートバイの運転中のヘッドセットの使
用は、地域の法令等の交通法規で規制されている場合がありま
す。お住まいの地域の自治体にご確認ください。●　使用時に
は、イヤーキャップがはずれないよう、製品本体にしっかりと
取り付けられていることを確認してください。●　万一、イヤー
キャップがはずれて耳の中に残った場合は、無理に取り出さず
医師の診察を受け、医師の指示に従ってください。●　接続さ
れた機器の音量を上げすぎないようにご注意ください。耳を刺
激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、耳を痛め聴覚
に障害をきたす恐れがあります。耳に当てて使用する際には、
音量を確認の上ご使用ください。
●　お使いの製品には充電式バッテリーが使用されています。
新しいバッテリーは、完全充電と完全放電が２～３回繰り返さ
れてから充電容量が最大になります。フル充電されたバッテ
リーを充電器に接続したままにしないでください。過充電は
バッテリーの寿命を短くします。●　バッテリーは、0℃～
45℃の場所においてください。夏場や冬場に当該温度の範囲
から外れた、温度の極端に高い、あるいは低い場所（例えば、
直射日光の強い場所や炎天下の車内など）においておくと、漏
液、発熱、破裂、放電し、またバッテリーの寿命が短くなったり、
完全充電されていても製品が一時的に動作しなくなる場合があ
ります。●　本製品に使用されているバッテリーは、過度に強
い衝撃を与えたり、バッテリーの電極に通電材料を接触させた
り、急速充電器等を用いることにより過充電させたり、過放電
等をする等、間違って取り扱うと火災や化学火傷を引き起こす
可能性があります。損傷したバッテリーは熱を帯びることで、
爆発する危険があります。●　本製品のバッテリーは他のバッ
テリーに交換して使用することを前提とした構造となっていな
いため、本製品のバッテリーを取り外したり、交換することは
禁じられています。バッテリーを取り外したり、交換すること
は危険で、製品を破損するおそれがあります。●　バッテリー
を廃棄する際は地域の条例等の法令に従ってください。できる
だけリサイクルを心がけ、バッテリーを家庭ごみとして捨てた
り、燃やさないでください。爆発の恐れがあります。●　本製
品には、喉に詰まったり窒息したりする恐れのある小さな部品
やコードが含まれています。お子様の手の届かないところに保
管してください。お子様が触ったり使用したりすると、死亡や
重傷の原因となる恐れがあります。●　製品本体に過度に強い
衝撃を与えないでください。故障、破損の原因となります。●
　製品が故障、破損した時は使用しないでください。故障、ま
たは破損した状態で製品を使用した場合、当社は一切の責任を
負いかねます。●　「安全上の注意」に書かれている内容を守ら
ず、または「安全上の注意」に書かれている使用目的や交通法
規等の法令を逸脱して本製品を使用され、何らかの事故が生じ
た場合、当社では一切の責任を負いかねます。

注意事項

●　本製品の使用目的は、弊社開発のスマートフォン用アプリ
ケーションと連携して、スキー、スノーボード、自転車、釣り
などのスポーツ等の場面におけるグループ通話を行うもので
す。加えて本製品は、弊社開発のスマートフォン用アプリケー
ションと同時に使用する前提で開発・設計されています。弊社
指定のスマートフォンにおける弊社開発のスマートフォンアプ
リケーション以外での使用方法については、弊社ではサポート
しておりません。予めご了承ください。●　暖房機器の近く、
高温やほこりの多い場所、直接日光のあたる場所、水のかかる
場所にはおかないでください。故障の原因となります。●　
BONX ヘッドセットの外装の汚れは、柔らかい布でお拭きく
ださい。汚れがひどいときは、薄めた中性洗剤でしめらせた布
で拭いてください。シンナー、ベンジン、アルコールなどは 
　　表面の仕上げを痛めますので、絶対に使わないでください。
●　本製品の使用周波数帯では、産業・科学・医療機器等他、
工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線
局（免許を要する無線局）及び特定小電力無線局（免許を要し
ない無線局）が運用されています。本製品を使用する前に近く
でこれらの無線局が運用されていないことをご確認ください。
万一、本製品からこれらの無線局に対して電波干渉の事例が発
生した場合には、使用を控える、場所を変えるなど速やかに対
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Download app

アプリのダウンロード

STEP

02
Power On

電源をONにする

STEP

BONX

Press the Power Button for 1 second

電源ボタンを約1秒長押し

03
Connect via Bluetooth ®

スマートフォンとBluetooth ®接続

STEP

Select your device�s serial number on

Bluetooth®  setting

Bluetoot h ®の設定画面でminiの

シリアルナンバーを選択

ビジネスのお客様は

「BONX for BUSINESSアプリ」

をダウンロード！

Left Ear

左耳用

Right Ear

右耳用

04
Adjust to your ear

付けたい耳に合わせて調整

STEP

LED indicator

LEDインジケーター

Power button

電源ボタン

Press the Power Button for 1 second

先端のゴム部品は強く引っ張ったり

押したりすると破損します

表 裏

処してください。本製品は 2.4GHz 帯高度化データ通信システ
ムが内蔵されている無線設備です。変調方式は FH-SS を使用
しています。●　Bluetooth の製品名およびロゴマークは、
Bluetooth® SIG,Inc. の登録商標です。株式会社 BONX はす
べてのこれら商標をライセンスをもとに使用しています。●　
App StoreはApple Inc.のサービス商標です。●　iPhoneは、
米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。●　
Android™は Google Inc. の商標です。●　BONX™ および
BONX™ ロゴマークは、株式会社 BONX により日本で商標登
録され、アメリカおよびそのほかの国で商標登録出願中です。
●　本マニュアルに記載されている全てのブランドは、保護さ
れそれぞれの所有者に帰属します。●　本製品のデザインや仕
様、及びマニュアルに記載されている内容は予告無く変更にな
ることがあります。

保証規定
１．弊社が定める保証期間（本製品ご購入日から起算されます）
内に、適切な使用環境（安全上の注意にかかれた内容ないし使
用目的での使用）で発生した本製品の故障に限り、無償で本製
品を修理または交換いたします。
　　

無償保証範囲

２．以下の場合には、保証対象外となります。（１）保証書及
び故障した本製品をご提出いただけない場合。（２）販売店や
ECサイトなどで発行される、ご購入日が確認できる証明書（レ
シート・納品書など）などをご提示いただけない場合。（３）
保証書に偽造・改変などが認められた場合。

（４）弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお
客様による改造、分解、修理により故障した場合。（5）安全上
の注意に記載されている内容や使用目的に沿わない使用方法、
または弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、
故障または破損した場合。（６）本製品を購入いただいた後の
輸送中に発生した衝撃、落下等により故障した場合。（７）地震、
火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧など
の外的要因により故障した場合。（８）その他、無償修理また
は交換が認められない理由が発見された場合。
３．本製品の無償保証対象は、日本および米国内で購入された
製品に限ります。その他の地域での保証状況につきましては、
最新の情報を本保証書に記載されている製品サポートページで
ご確認ください。

修理・交換

４．修理のご依頼は、本保証書、ご購入日が確認できる証明書（レ
シート・納品書など）を本製品に添えて、弊社まで送付してく
ださい。
５．弊社までご送付いただく場合の送料はお客様のご負担とな
ります。尚、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切
の責任を負いかねます。
６．修理のご依頼をされる際の送付先は、お客様のご購入国に
よって異なります。詳細につきましては、弊社サポートまでお
問い合わせください。

免責事項

７．本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失があ
る場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為等の損害賠償
責任は本製品の購入代金を上限とさせていただきます。
８．本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精
神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償等につきまし
ては、弊社は一切責任を負いかねます。
９．本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してくだ
さい。

When you no longer need to use 

this product, be sure to dispose of 

it in accordance with the local 

ordinances and laws of your area.

版 902-02BONX Inc.

試刷用

データ

000-000000

2AJZGBX2

Please refer to our website for the 

return address when sending in 

products for repair or exchange

修理・交換時の製品のご送付先については、

弊社 HPをご確認ください。

https://bonx.co/r/contact/
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製品保証書

Product name ／ 製品名

Model number ／ 型番

Warranty period ／ 保証期間

BONX mini

BX3

One year from date of purchase

ご購入日から 1年間

Name ／ お名前

Address／ ご住所

Tel. No. ／ 電話番号

E-mail／ メールアドレス

Retailer ／ 販売店

Purchased date／ 購入日

Customer Fields ／ お客様欄

Begin group-talk via

the BONX app

イヤホンは以下の通り収納できます

Start group-talk on the app

Start group-talk on the app

イヤホンの上部からケースに収納してください

蓋を閉じると自動的に充電が開始されます

Caution

充電ケースへの収納

LED on the battery case

will turn on as follows.

ケースのLEDが下記の通り光ります

About charging

充電の確認方法

LED on the battery case

will turn on as follows.

強い力を加えると壊れます

About charging

ゴム部品の取扱い

05
Begin group-talk via

the BONX app

グループトークをはじめよう

STEP

Regular voice call and music is also available

Find more functions of the app here.

通常の通話や音楽も楽しめます

詳しい機能については上記のQRにて確認できます

Right LED

Battery Case
右側LED

充電ケース

Left LED

Earphone
左側LED

イヤホン本体

Solid
点灯

Solid
点灯

Charging

充電中

Blink
点滅

ー
Battery Low

電池残量低下

Charged

充電完了

Off
消灯

Off
消灯

Red
赤色

White
白色

LED

https://bonx.co/




