
IN THE BOX

ボックス内 • 充电底座 • 包裝盒內包括 • 구성품 

Charging Cable
• 充電用ケーブル
• 充电线
• 充電線
• 충전 케이블

Soundbrenner Pulse

Short BandLong Band
• バンド（ショート）
• 短绑带
• 短手帶
• 짧은 밴드

• バンド（ロング）
• 长绑带
• 長手帶
• 긴 밴드
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充電

充電完了

充電中は、ロゴがオレ
ンジ色にゆっくりパル
ス点滅します。

充電が完了すると、ロ
ゴが緑色の点灯に変わ
ります。

電池の充電

コンピュータのUSBポートやスマートフォンやタブレット付属の
ものを含むUSBのACアダプターに差し込むことができます。 
本品は、リチウムイオンバッテリーを内蔵しております。
廃棄の際は、各自治体の処理方法に従い、リサイクルにご協力
下さい。

Soundbrenner Pulseを箱から出した後は、30分以上充
電してください。完全に充電するには最大2.5時間かかり
ます。

完全に充電されると平均最大6時間の使用が可能です。

注
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アプリの取得

システム要件

Soundbrenner用のモバイルコンパニオンアプリをダウ
ンロードして、さらなる機能やカスタマイズをお楽しみい
ただけます。iOS AppストアまたはGoogle Playストアで

「Soundbrenner」を検索するか、
www.soundbrenner.com/startで、リンクに従ってお使いの
デバイスに合ったバージョンをダウンロードしてください。

また、Mac OS X用のSoundbrenner DAW
ツールもご用意しております。Avid Pro 
Tools、Ableton Live、Logic Pro Xを含むすべて
の主要DAWで使用でき、Soundbrenner Pulse
とお好きなDAW間でのテンポの同期が可能に
なります。

Soundbrenner DAWツールの使用方法
は、soundbrenner.com/dawtoolsをご覧く
ださい。

デバイス
iPhone 5 / iPod touch 6 / iPad 4以降
最新のAndroid搭載携帯またはタブレット

オペレーティングシステム
iOS 10以降
Android 5以降

デバイス
Bluetooth 4.0対応のすべてのMacデスクトップおよびノート型
パソコン

オペレーティングシステム
OS X 10.10 Yosemite以降

Gowww.soundbrenner.com/start
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バンドの取り付け方法

2

3

1 Soundbrenner Pulseの外周にある
凹を見つけます

Soundbrenner Pulseの凹部分のどこ
か一か所にバンドをはめ込みます

もう一方の手を使って、所定の位置にカ
チッと収まるまでバンドを反対側から上
に引っ張ります

動画で見る
SNBR.IO/U11

Soundbrenner Pulseをつかみ、バンドでしっかり
と装着してください。必要な場合は、親指を使って
バンドに完全に固定してください。

注
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装着位置

各自の感覚と演奏する楽器に応じて、体のどの部分に
Soundbrenner Pulseを装着するかにより振動の感じ方が大
きく変わります。

最初の数回のセッションで、付属のバンドを両方試して
Soundbrenner Pulseを色々な位置に装着し、自分に最適な
位置を見つけてみてください。ストラップがしっかり装着されて
いるか確認してください。ストラップがしっかりと装着されてい
るほど強い振動を感じます。

バンド（ロング）のフックを使って腕の
上でSoundbrenner Pulse簡単にス
ライドさせることができます。

演奏中に動きが
少ない体の部分
にSoundbrenner 
Pulseを装着して
みてください。
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ビートを感じる

振動メトロノームは、従来のクリック音のメトロノームとまった
く異なります。

Soundbrenner Pulseを初めて使い始めるときは、ビートの維
持をゼロから学ぶような感じです。従来のメトロノームで練習
したときのように、時間とともに上達しますのであきらめない
でください。

最も大きな違いは、各ビートとらえ方です。人によって振動に対
して、クリック音に対する反応と異なる反応を示します。時間と
もに振動に無意識に反応するようになり、考えなくても自然に
ビートを維持できるようになります。

振動の長さと強度が大きな違いを生みます。

Soundbrenner Pulseには、3種類の振動強度から短、中、長の
ビートの長さが選べる、9種類のハプティック（触覚）パターンが
用意されています。

人によってそれぞれ振動の感じ方が異なりますので、自分
に合ったバイブレーションスタイルを選択することが重要で
す。Soundbrenner Pulseをセットアップしたら、[設定]メニュー
の[ハプティック]セクションに移動し、異なるバイブレーションを
試してみましょう。

動画で見る
SNBR.IO/U12

従来のメトロノームで練習したときの
ように、時間とともに上達しますのであ
きらめないでください。

Soundbrenner Pulseをセットアップし
たら、[設定]メニューの[ハプティック]セ
クションに移動し、異なるバイブレーショ
ンを試してみましょう。
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電源のオン・オフ

2

Soundbrenner Pulseの電源をオンまたはオフにするには、ま
ず、リングをいずれかの方向に少なくとも1/4回転させ、2本指
で表面を2秒間タッチします。

回転 タッチ

Soundbrenner Pulseが起動されると、白色に点灯して、約0.5
秒間強く振動します。ロゴは、ユニットの電源をオフにするまで
点灯し続けます。 

シャットダウン時、Soundbrenner Pulseは、短時間白色に点灯
します。オフになると、消灯します。

動画で見る
SNBR.IO/U13

Soundbrenner Pulseがオフになって
いることを確認してください - 演奏終
了後と同じ手順を使用します。
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相互作用

ホイールを反時計回りに回すとBPMが低下し、時
計回りに回すとBPMが上昇します。

2回タップ 3回タップ

回転

Play and Pause BPM Tap

BPM Wheel

2本指を使って2回連続で
素早くタップして、メトロ

ノームを再生または一時
停止します。

2本指を使って表面を3回
以上タップすると、デバイス
がそのタップの平均速度に

テンポを合わせます。

動画で見る
SNBR.IO/U14

タップが確実に検知されるように、指先
だけでタップせずに、必ず2本指を表面
に平らに当てください 。
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ステータスアラート

お使いのデバイスにSoundbrenner Pulseを再接続するに
は、Soundbrennerアプリを開き、[設定]をタップし、メニュー
で切断されたSoundbrenner Pulseの名前をタップします。

動画で見る
SNBR.IO/U15

低バッテリ

切断される

電池残量が20パ
ーセントを切る
と、Soundbrenner 
Pulseは振動し、赤色に
3回点滅します。

Soundbrenner Pulseがお
使いのデバイスから切断さ
れると、自動的にディスカ
バリーモードになり、青色
にパルス点滅して状態を
示します。

完全に充電するには最大2.5時間かかります。 完全に充
電されると平均最大6時間の使用が可能です。

再接続せずにディスカバリーモードを終了することができます - 
接触面を一度タップするだけです。

注

注
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マルチリンク

ひとつのスマートフォンまたはタブレットに、Soundbrenner 
Pulseユニットを5個まで接続することが可能で、バンド全体、ま
たは音楽の先生と同時にビートを感じることができます。

Soundbrenner Pulseを一度お使いのデバイスに接続すると、
デバイスの追加は簡単です。

動画で見る
SNBR.IO/U16

メトロノーム画面で[再生]を押すと、接続されたすべての
Soundbrenner Pulseが同期して振動し始めます。重要な点と
して、振動や光はユニットごとに設定可能であることにご注意く
ださい。すべてのユニットは同じリズムを刻みますが、それ以外
は自由にカスタマイズすることができます。

モバイルデバイスからSoundbrenner Pulseを切断する場合
も、同様に手順は簡単です。

iOS: アプリを開き、[設定]タブをタップしてから、[別
のSoundbrenner Pulseを追加]をタップします。

iOS: [設定]タブで切断したいデバイスを左にスワイ
プすると、[切断]ボタンが表示されます。

Android: アプリを起動してナビゲーションドロワーを開
き、「Soundbrenner Pulseを接続」をタップします。

Android: ナビゲーションドロワーで切断したいデバイス
をタップすると、[切断]ボタンが表示されます。
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トラブルシューティング

再起動
問題なく再起動される
と、デバイスは短時間
赤色に点灯します。

デバイスを再起動するには、まずベルトを外し、普段はベ
ルトで隠れている場所に埋め込まれている丸い穴を探して
ください。見つけたら、針のような先のとがったものを、
その穴に差し込んでください。デバイスが点灯すれば、再
起動成功です。

動画で見る
SNBR.IO/U17

再起動してもSoundbrenner Pulseの誤動作が続く場合
は、最新のSoundbrennerモバイルアプリを使用している
か確認してください。その後、Soundbrenner Pulseを接続
して、利用できるファームウェアアップデートがないか確認
してください。

注
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トラブルシューティング

Soundbrenner Pulseの接触面に問題がある場合は、次のいく
つかのヒントを確認してください。

まず、デバイスは手に持たずに必ず装着してください。タッチセ
ンサーは肌に接触しているとき、最適に動作するように設計さ
れています。

次に、タップするときは、2本指を使って表面に平らに置くように
してください。指先だけでタップしないでください。

メトロノームの開始/停止またはBPMでのタップが上手
くいかない場合は、タップの速度を速くしてみてくださ
い。Soundbrenner Pulseは、短いタップと長押しを区別しま
す。

動画で見る
SNBR.IO/U18

タップが確実に検知されるように、指先
だけでタップせずに、必ず2本指を表面
に平らに当てください 。
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設定

各ミュージシャンの違いを理解し、ユーザーが好みに合わせて
Soundbrenner Pulseをカスタマイズできる方法を各種提供
しています。

振動の長さや強度を調節、または完全にバイブレーシ
ョンを無効にするには：

各ビートの光の色を設定、または完全にライトを無効
にするには： 

メトロノーム音を変更、またはアプリのクリック音を
無効にするには：

[設定]  → [デバイスをタップ]  → 
[バイブレーション]

[設定]  → [デバイスをタップ]  → [ライト]

[設定]  → [アプリ設定]

[ナビゲーションドロワー] → [デバイスをタップ]  → 
[バイブレーション]

[ナビゲーションドロワー] → [デバイスをタップ]  → 
[ライト]

[ナビゲーションドロワー] → [アプリ設定]
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安全情報

警告：健康状態 

Soundbrenner Pulseによって影響を受ける可能性がある現在の病状、ま
たは病歴を有する場合は、製品を使用する前に医師に相談してください。
以下の病状が含まれますが、これらに限定されるものではありません：

•   ホワイトナックル症候群、
•   手腕振動症候群（HAVS）、
•   失神、
•   てんかん、
•   体位性高血圧、
•   シリコンに対するアレルギー反応、または
•   その他の心臓、神経、および皮膚の症状

警告：医療機器への干渉 

Soundbrenner Pulseによって影響を受ける可能性のある医療機器を使
用している場合は、製品を使用する前に医師に相談してください。以下の
医療機器が含まれますが、これらに限定されるものではありません：

•   冠動脈ステント、
•   除細動器、
•   ペースメーカー、または
•   その他の埋め込み式医療機器  

Soundbrenner Pulseが医療機器と干渉している疑いがある場合や不快
感を感じる場合は、ご使用をおやめください。

警告：頻繁な、または長時間の使用

Soundbrenner Pulseを頻繁、または長時間にわたって使用すると、ユ
ーザーによっては、皮膚が刺激される場合があります。Soundbrenner 
Pulseの使用中にかゆみや赤み、腫れなどが生じた場合は、直ちにデバイ
スを外し、肌が正常に戻るまで使用を停止してください。症状が続く場合
は、医師に相談してください。

注意：電気機器

Soundbrenner Pulseおよび充電ステーションは、電気機器ですので、取
り扱いにはご注意ください。

デバイスを極端に高温または低温の場所で使用しないでください。

本製品および電池内の物質が適切に使用もしくは処理されない場合、環
境および人体に害を及ぼす恐れがあります。

Soundbrenner Pulseが加熱していると思われる場合は、取り外してく
ださい。
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注意：磁石

充電ステーションには、磁石が入っています。クレジットカードやカードキ
ーなど磁気ストライプを含む物は、すべて充電ステーションから離れた場
所に安全に保管してください。

注意：電池

危険や感電等を避けるため、デバイスの充電には、必ずSoundbrenner認
定の充電ステーションをご使用ください。

自分でバッテリーを交換しようとしないでください。これを行うと保証が
無効となり、けがをする恐れがあります。

デバイスの充電が完了したら、充電ステーションをすぐに電源コンセント
から切断してください。

水気のある場所では、デバイスを充電しないでください。

デバイスおよび充電ステーションを可燃性または爆発性物質の近くに置
かないでください。

注意：耐水性

Soundbrenner Pulseは、耐汗性およびある程度の防水性を有してはい
ますが、いかなる状況においても絶対に水に沈めないでください。

また、デバイスを雨の中または多湿環境下で長時間使用しないでくだ
さい。

Soundbrenner Pulseの管理

最適なパフォーマンスのために、デバイスを完全に充電してからご使用い
ただくことをお勧めします。

スキンケア製品をご使用になる際は、付属バンドの色や有用性に影響を
与える場合がありますのでお気を付けください。

Soundbrenner Pulseを使用していないときは、換気のよい乾燥した場所
で保管してください。

デバイスを定期的に湿った布で拭き、清潔に保ってください。

デバイスをシンク内で洗わないでください。

保証および規制に関する情報は、70ページをご覧ください。

TM and © 2016 Soundbrenner Limited. All Rights Reserved.
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WARRANTY

This Limited Warranty does not cover the following:

•   Our mobile apps and desktop software;
•   Damage arising from negligence and/or improper use;
•   Unauthorized modification;
•   Theft or loss of the product; or
•   Damage caused by natural disasters

Refer to the license agreement included in the software and the 
Soundbrenner Terms of Service for details of your rights with respect 
to proper use.

Soundbrenner will either repair, replace or refund your Soundbrenner 
Pulse at its own discretion. Warranty benefits are in addition to rights 
provided under local consumer laws. 

For validation purposes, you are required to provide proof of purchase 
details when making a claim under this warranty.

Terms of Service

Soundbrenner’s terms of service can be viewed at
http://www.soundbrenner.com/terms

Privacy Policy

Soundbrenner’s privacy policy can be viewed at
http://www.soundbrenner.com/privacy
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REGULATORY INFORMATION

FCC Compliance Statement

The device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject 
to the following two conditions:

•   This device may not cause harmful interference.
•   This device must accept any interference received, including 

interference that may cause undesired operation.

EU Compliance Statement

Soundbrenner Limited hereby declares that this Soundbrenner Pulse 
is in compliance with the essential requirements and other relevant 
provisions of Directive 1995/5/EC.

Disposal and Recycling Information

As signified by the symbol on the packaging, your product should be 
disposed of at a recycling center due to the device’s electronic nature 
in order to encourage sustainable reuse and conservation of natural 
resources.

Disposing of the device separately from household wastes also 
prevents potential hazards to the environment or others.

Bluetooth Information

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks 
owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by 
Soundbrenner Limited is under license. Other trademarks and trade 
names are those of their respective owners.

This product contains QD ID 78915. Declaration ID D029964.


