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 XROUND XT01 藍牙發射器本體1
相容於PS4 、 Switch 、 PC 、 Mac 、 Android 手機等裝置 。

 3.5mm 插頭麥克風2
支援 PS4 、 PC 端語音通話。

 Type-C to USB-A 轉接頭3
提供 XROUND XT01 
藍牙發射器轉接上 USB-A 接口。

包裝內容物

Type-C 接頭

左側指示燈

左側配對鍵

3.5mm 接頭

右側指示燈

右側配對鍵

Type-C 通電口

麥克風收音孔
指示燈燈號與狀態：

待機狀態時 ，
指示燈熄滅 。

回連狀態時 ，
指示燈慢閃 。

XROUND XT01 藍牙發射器操作說明

 開機1

發射器兩邊各有配對鍵、指示燈，可以分別連接藍牙耳機。

將發射器插入訊號端裝置的 Type-C 孔。

發射器連接到訊號端裝置後便會自動開機，並主動回連耳機。
※若無耳機與發射器連接時，則發射器會進入待機狀態。

左側指示燈

左側配對鍵

右側指示燈

右側配對鍵

XROUND XT01 Bluetooth Transmitter1
Compatible with PS4 、 Switch 、 PC 、 Mac 、
Android Smartphone, and similar devices.

3.5mm 
 HD Microphone

2

Supports PS4、
PC Voice Chat

 Type-C to USB-A Adaptor3
Used as a plug-in adaptor for 
XROUND XT01 Transmitter to 
connect to different devices.

Overview

LED Indicator

Function Button

LED Indicator

3.5mm 
TRRS Audio Jack

LED Indicator

Function Button

Type-C Port

ECM
Mic Sensor

INDICATORS STATUS :

The LED indicator doesn’t 
flash when not connected 
to any earphones.

The LED indicator flashes 
when reconnecting 
again.

1 Function Button and 1 LED indicator (on the same side) 
connect to 1 pair of Bluetooth earphones. 
A transmitter can connect 2 pairs of Bluetooth earphones.

Insert the transmitter into the Type-C port of your device.

When inserted, the transmitter is immediately turned on and 
reconnected to the last paired up earphones.
※If there are no Bluetooth earphones nearby to connect, the 
transmitter automatically enters into the “Standby” mode.
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 配對2
長按左 或 右任一配對鍵三秒，發射器即進入配對狀態，此時發射器
會主動連接附近已進入配對模式的藍牙耳機。配對完成後，發射器左 
或 右的燈號恆亮，代表配對完成、連線成功。
※左右兩邊按鍵分別可用於配對兩副耳機。

 待機狀態下回連耳機3
短按配對鍵一下，即會自動回連耳機。

 回復原廠設定4
雙邊按鍵同時長按 10 秒，此時雙邊指示燈會快速閃爍，當指示燈熄
滅時即表示回復原廠模式。隨後右邊會自動進入配對模式。

a.連線

 XROUND 藍牙發射器功能說明5

發射器左右兩邊按鈕與燈號為兩邊分開運作，單邊只能連線一個藍
牙耳機。最多可同時連線二個藍牙耳機。

以下說明各類裝置連接 HD 麥克風的方法：

先將發射器接到PS4上。
選擇"設定" > ”周邊機器” > "聲音裝置"，輸出裝置選擇
"XROUND XT-01"。
至同頁面下方，關閉"自動切換輸出裝置"。

將 HD 獨立麥克風接到手把，並調整音量，即完成設置。

連接 PS4 使用通話功能時：
請使用 HD 獨立麥克風，操作流程如下：

連接手機使用通話功能時 ： 將使用手機的麥克風。

連接 PC 、 Mac 等電腦使用通話功能時 ： 請使用裝置本體的
麥克風或 HD 獨立麥克風。

b.語音功能說明

XT01 發射器支援藍牙立體聲音訊撥放與音樂撥放操作，不支援藍牙
耳機麥克風通訊。若需要語音通話功能，請使用連接裝置本身的麥克
風，或是配件的 3.5mm 插頭麥克風。

c.充電

XROUND XT01 藍牙發射器支援充電使用功能，裝置充電時請使用 
15V / 3A 以下電源供應器。

SBC 、 AAC 、 aptX™ 、 aptX™ Low Latency

2402MHz-2480MHz

XROUND XT01 藍牙發射器 * 1 PCS

3.5mm HD 麥克風 * 1PCS

藍牙版本

支援編碼

支援協定

接頭規格

通訊頻率範圍

內容物

通訊距離

支援輸入電壓 / 電流

Bluetooth® 5.0

AVRCP1.6 / A2DP1.3.1

15m

5V / 2A 、 9V / 3A 、 15V / 3A

Type-C 充電孔

Type-C to USB-A 轉接頭 * 1PCS

使用手冊

安全與操作提醒

為顧及發射器使用壽命與使用安全，請遵守以下事項
請勿摔落或是拋擲發射器 。

請勿暴露在潮濕 、多塵 、或是溫度高於攝氏 51 度環境 。

發射器及其配件可能包含小零件 。 
請產品放置在孩童無法觸及之處 ， 以免誤食風險。

請使用原廠或是經認證的連接線材充電 。

藍牙訊號在以下環境下容易受到干擾：

請使用柔軟的纖維布清潔發射器 。

附近有多個 Wi-Fi 訊號或是藍牙訊號的環境。
機場 、 高鐵 、 地鐵等電磁干擾較大的環境。

產品規格

其他注意事項

有限保固須知

親愛的客戶，感謝您購買 XROUND XT01 藍牙發射器。英霸聲學保證本
產品沒有材料或工程缺陷，若有例外情況或問題，請閱讀以下條款 ：
保固期限為購買日或產品出貨日起算一年以內。
當您的有限保固過期，法律上的所有保固期也將過期。

本產品對於以下情況導致的任何缺陷、故障或失靈概不負責 ：

由於錯誤操作 、 濫用 、 人為疏失等所導致的電子 、 機械 、 外殼
或各種零件之損害。

由不可抗力或是自然力 、 天災導致的損害。

由未經授權的維修中心或人員進行不恰當的修理。

1.

2.

3.

本保固期從您的新品購買日或是產品出貨日起算一年內，可能會視情
況需要提供購買或保修證明以利客服人員確認。

若透過 XROUND 線上官網以外的經銷通路平台購買本產品，有產品保
固/保修上的問題，請聯絡購買的經銷商協助處理。經銷商資訊詳見官
方網站資訊。

「低功率電波輻射性電機管理辦法」第十二條：
經型式認證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。

「低功率電波輻射性電機管理辦法」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信；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。前項合法通信，指依電信法規定作業
之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性
電機設備之干擾。

※ 警語：

XROUND XT01 USER MANUAL

LED Indicator

Function Button

Function Button

POWER  ON1

Type-C 
Charger Input



Press and hold 1 Function Button for 3 seconds, the transmitter enters 
into the “Pairing” mode, and connects to the nearest Bluetooth 
earphones.

If Bluetooth pairing is successful, the LED indicator next to the button 
lights up permanently.

※ A transmitter has 2 Function Buttons. 
Each button connects to 1 pair of Bluetooth earphones. 

a. Connect

The LED indicator and Function Button on each side of the 
transmitter works separately.  A transmitter can connect up to 2 
Bluetooth devices at a time.

SBC 、 AAC 、 aptX™ 、 aptX™ Low Latency 

2402MHz-2480MHz

XROUND XT01 Bluetooth Transmitter * 1 PCS

3.5mm HD microphone. *1 PCS

Bluetooth Specification

Bluetooth Codec

Bluetooth Profile Support

Plug

Operating Frequency

Included

Operating Range

Input

Bluetooth® 5.0

AVRCP1.6 / A2DP1.3.1

15m

5V / 2A, 9V / 3A,15V / 3A

Type-C

Type-C to USB-A adapter

User Manual

Product Safety & Warnings

XROUND XT01 transmitters are developed to be safe, durable, and effective.

Do not strike, throw, or subject the transmitter to severe physical shock.

Store under dry and non-dusty areas. Keep away from the heat source 
(Temperature < 51°C).

The transmitter comes with small accessories and parts. Keep out of the reach of 
small children.

Third-party accessories may not be compatible with your device. Use only trusted 
and certified chargers and accessories.

Bluetooth signals under certain environments can cause malfunction or unstable 
connection:

Clean the surface with a soft microfiber cloth.

Multiple Wi-Fi signals or Bluetooth connection in the same area
Airports, Express Railway, Metro, and similar high electromagnetic interference

Specifications

誤った操作、乱用、人的過失等で生じた電子部品、機械、外観または
各種部品の損傷。

不可抗力または自然、天災による損傷。

製造メーカーの認証を受けていないメンテナンスセンターまたは人
員による不適切な修理。

1.

2.

3.

Warranty Limitations

Product Warranty Information

Dear customer, 
Thank you for purchasing the XROUND XT01 Bluetooth transmitter. 
Embrace Audio Lab guarantees that this product has no material or 
engineering defects. If there are exceptions or problems, please read the 
following terms:
The warranty period is within one year from the date of purchase or 
product shipment. When your limited warranty expires, all legal warranty 
periods will also expire.

This warranty does not include any defects, failures, or malfunctions caused 
by the following conditions:

Damages to the device and various parts resulting from incorrect operation, abuse, 
and human negligence.
Damage caused by force majeure or natural disasters.
Improper repairs by unauthorized repair centers or personnel

1.

2.
3.

The warranty period is within one year from the date of your new product 
purchase or the date of product shipment. Proof of purchase or warranty 
may be provided as necessary to facilitate customer service personnel to 
confirm.

If you purchase this product through a distribution channel platform other 
than the XROUND online official website, and there are product 
warranty/warranty issues, please contact the dealer you purchased for 
assistance. For dealer information, please refer to our official website 
information.

PAIRING2

Press any buttons under “Standby” mode, the transmitter 
automatically reconnects to the last paired up earphones.

RECONNECT3

KEY FEATURES OF XROUND XT015

Press and hold 2 Function Buttons for 10 seconds, 2 LED indicators will 
flash rapidly. When flashing is gone, the transmitter is reset.

After reset, the right side of the transmitter is ready for Bluetooth 
pairing.

RESET4

The following instructions explain how to connect your device using the HD 
Microphone:

Insert the transmitter into the PS4 device and Select 
“XROUND XT-01” as the INPUT mode.

Connecting to a PS4 Device:

b. Voice Communication

While XT01 Transmitter’s Bluetooth function supports stereo audio 
player, it does not simultaneously support Bluetooth voice 
communication.
If audio communication is needed, use the microphone on your own 
device, or the 3.5mm HD Microphone.

c. Charging

XROUND XT01 Bluetooth Transmitter is rechargeable. While 
charging, use only the power supply 15V / 3A.

Connecting to a Smartphone:
The smartphone enables its own voice communication 
function.

Connecting to a PC or Mac computer:
Either use the microphone on your device or connect your 
device with the HD Microphone.

Enter “Settings” > “Devices” > “Audio Devices”, Select 
“XROUND XT-01”, and Disable “Switch Output Devices 
Automatically”.

Connect the HD Microphone to your PS4 console, and 
adjust the sound volume to complete the setting.

左側か右側のいずれかのペアリングボタンを 3 秒間長押しすると、トラ
ンスミッターがペアリングモードに切り替わり、近くにあるペアリングモ
ード中のBluetoothイヤホンを自動検出します。ペアリング完了で、トラ
ンスミッターの左または右いずれかのライトが常時点灯し、接続が成功
したことを知らせます。

※ 左右の両側にあるボタンは別々
に接続すれば、イヤホン 2 台とペ
アリングすることができます。

a.接続

トランスミッターの左右両側にあるボタンとランプは別々に作動します。
片側につき Bluetooth イヤホン 1 台にのみ接続しますので、合わせて最
大同時に Bluetooth イヤホン2台とペアリングすることができます。

SBC 、 AAC 、 aptX™ 、 aptX™ Low Latency 

2402MHz-2480MHz

XROUND XT01 Bluetooth トランスミッター * 1 PCS

3.5mm HD 音声外付けマイク * 1 PCS

Bluetooth バージョン

対応コーデック

対応プロファイル

入力ポート

通信周波数帯

内容物

通信距離

対応入力電圧 / 電流

Bluetooth® 5.0

AVRCP1.6 / A2DP1.3.1

15m

5V / 2A、9V / 3A、15V / 3A

Type-C 充電ポート

Type-C to USB-A 変換アダプター * 1 PCS

取扱説明書

安全と操作上のご注意

トランスミッターを長く安全にご使用いただくために、以下の事項をお守
りください。

トランスミッターを投げたり落としたりしないでください。

湿気やホコリの多い場所、または 51℃ 以上の高温の環境下では使用しないでくだ
さい。

トランスミッターと付属品には小さな部品が使われています。誤って口に入れたりし
ないよう、お子さまの手の届くところに放置しないでください。

充電は純正品または認証を受けた接続ケーブルで行ってください。

Bluetooth 通信は以下の環境下では干渉を受けやすくなりますのでご注意ください。

柔らかい布でお手入れしてください。

近くに複数の Wi-FiやBluetoothの電波が行き交う環境。
空港、高速鉄道、地下鉄など電波の干渉が比較的高い環境。

スペック

その他の注意事項

保証内容および保証期間ついて

このたびは XROUND XT01 Bluetooth トランスミッターをご購入いただき誠
にありがとうございます。
XROUND INC. では製品の材料および製造工程に万全を期しておりますが、
何か問題がございましたら以下の記述をご参考ください。
保証期間はご購入の日またはお受け取りの日から起算して一年以内です。
保証期間を超えた場合、法律上の保証期間も過ぎているものとみなします。

下記の状況によって引き起こされたいかなる瑕疵、故障または不具合
はいずれも保証対象外となります。

保証期間はご購入の日またはお受け取りの日から起算して一年以内です。
ご購入または保証についての証明の添付を求める場合があります。

XROUND の日本正式代理店経由の流通経路以外で本製品をご購入された
場合、製品に関する品質保証や修理についてのご質問は、お買い上げの取
り扱い業者にご連絡ください。代理店取り扱いに関する情報は公式サイトま
たは公式 SNS にご確認ください。

ペアリング2

ペアリングボタンを一回押すと、自動で前回ペアリングしたイヤホンに
接続します。

待機モードからイヤホンとペアリングへの切り替え3

XROUND XT01 Bluetooth トランスミッターの機能について5

両側のボタンを同時に 10 秒長押しすると、両側のランプが速く点滅し
ます。その後ランプが消灯するとリセット完了です。そして右側が自動で
ペアリングモードに切り替わります。

リセット4

さまざまなデバイスに HD 音声外付けマイクを接続するには：

トランスミッター本体をPS4に接続してください。
"設定"＞"周辺機器"＞"オーディオ機器"＞出力機器
"XROUND XT-01"を選びます。

PS4 に接続して通話機能を使いたい場合：
HD 音声外付けマイクを下記の手順で設定してください。

b.音声通話機能について

XT01 トランスミッターは Bluetooth ステレオ再生と音楽再生に対応し
ており、 Bluetooth イヤホンマイク通信には対応しておりません。音声
通話機能をお使いの際には、デバイス本体のマイクに接続していた
だくか、付属品の 3.5mm 外付けマイクをお使いください。

c.充電

XROUND XT01トランスミッターは充電使用ができます。
充電するには 15V / 3A 以下の電源アダプタをお使い下さい。

スマートフォンに接続して通話機能を利用したい場合：
スマートフォンに搭載するマイクを使用します。

PC や Mac などのパソコンと接続して通話機能を利用したい場合：
デバイス本体のマイクまたはHD音声外付けマイクを使用します。

"出力機器を自動で切り替える"を無効にします。

HD 音声マイクをコントローラーに接続し、音量を調整すれば
設定完了です。

XROUND XT01 Bluetoothトランスミッター本体1
PS4 、 Switch 、 PC 、 Mac 、 Android 
スマートフォンなど各デバイスに対応しています。

3.5mm 
 HD音声外付けマイク

2

PS4 、 PC などの
音声通話機能に対応

 Type-C to USB-A 
  変換アダプター

3

XROUND XT01 Bluetooth
トランスミッターに取り付けUSB-A
ポートとして使うことができます。

内容物

左ランプ

左ペアリングボタン

左ランプ

3.5mm プラグ

右ランプ

右ペアリングボタン

Type-C ポート

マイク集音孔

ランプの標示と本体のステータス：

待機モードでランプは消
灯した状態になります。

トランスミッターの両側にそれぞれペアリングボタンとランプがあり、
どちらからも Bluetooth イヤホンに接続することができます。

トランスミッターを受信デバイスのType-C ポートに接続します。

トランスミッターは、受信デバイスと接続すると自動オンにし、同
時に前回ペアリングしたイヤホンに接続します。
※イヤホンとトランスミッターがペアリングしてない場合、トランスミッター
は待機モードに切り替わります。

XROUND XT01 の使いかた

右ランプ

右ペアリングボタン
左ペアリングボタン

起動1

Type-C コネクタ

イヤホンとペアリングする時、
ランプはゆっくり点滅します。



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 the party responsible for compliance

could void the user's authority to operate the equipment.   

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.  Operation 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.  

FCC警告语:85*110mm 80g双胶纸




