
電源をイヤホンボタンで
入れる/切る

取扱説明 書

グラインド

以下のQRコードから「Skullcandyア
プリ」をダウンロードし、スマートホ
ンとGrindの接続後、ガイドに沿って
設定を完了させてください。

Skullcandy APP を
イントールしよう

初めて使用する前に

充電ケースの蓋を開くと自動でイヤホン
の電源が入ります。初回のペアリングが終
わっていれば、以降は自動的にスマートホ
ンに接続されます。イヤホンを充電ケース
に入れ、蓋を閉じると自動的に電源が切れ、
イヤホン本体への充電が開始されます。

電源を入れる/切る

イヤホンの電源を入れるにはイヤホンボ
タンを1秒間長押ししてください。

イヤホンの電源を切るにはイヤホンボタ
ンを3回押して、3回目を1秒間長押しし
ますとイヤホンの電源が切れます。

どちらかのイヤホンを2回押して、２回
目を1秒間長押しすると、LEDが赤と青
で交互に点滅し、ペアリングモード開始
です。次にスマートホン等のBluetooth
設定画面にて“Grind”を選択。イヤホンの
LEDが青く点灯すると接続成功です。

新しい機器の追加 曲の再生/停止
音楽の再生/停止にはどちらかのイヤ
ホンボタンを1回押してください。

音量を上げる
/下げる

Spotify タップ

音量を上げるには右側の
イヤホンボタンを2回押し
てください。

音量を下げるには左側の
イヤホンボタンを2回押し
てください。

着信の応答と終了はどちらかのイヤホ
ンボタンを1回押してください。

通話の応答/終了

完全ワイヤレスイヤホン

①製品開封後初めて使用する際。ケースから左右両方のイヤホンを
取り出し充電端子部の保護シールをはがしてください。②イヤホン
をケースに戻し、再度ケースから取り出すとイヤホン左右間のペア
リングが完了します、その際イヤホンから“ペアリング”という音声
が聞こえます。③次にスマートホン等のBluetooth設定画面から
“Grind”を選ぶと接続が完了します。

① ②

③
“Grind”

イヤホンが
赤と青に
点滅します

一度ケースに戻し
再びイヤホンを
取り出す

※電源ONの状態で操作を行ってください

設定画面から
“Grind”を選ぶ

ケースから左右のイヤ
ホンを取り出します

保護シールを剥がす

Power OFFPower ON

Power OFFPower ON

・Grindが見当たらない時
にGrind本体を鳴らす。
・最後に接続が切れた場所
と時間をアプリの地図上
に表示する。

App StoreまたGoogle 
Playで「Tile」をダウンロー
ドします。アプリに従い順
番に左右のイヤホンボタン
を１回を押してください。

App StoreまたGoogle Playで「Spotify」をダウンロードします。
Spotifyから音楽再生する時は左のイヤホンボタンを１秒間長押し
してください。

充電ケースを開くとバッテ
リー残量の確認が出来ます。白
い L E Dが 4つ点灯の場合
100%、3つで75%、2つで50%、
1つで25%を表しています。約
2時間で満充電されます。また
Grindは急速充電に対応してお
り、充電ケース内で10分間充電
すると最長2時間の駆動が可能
です。

Tile アプリ
＆ 接続

充電ケースを充電する

ボイスコントロール
　自由とその先へ
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※ボタンカスタマイズで
　変更可能

※使用環境によって異なる事象が発生する場合があります。
※ボタンカスタマイズで変更可能

アプリで
出来ること

アプリが起動中

左イヤホン
00:01

アプリが起動なし

再生していた曲が
再び流れます。

Spotifyで聴いていた曲を元に
オススメのプレイリストが

再生されます。

※Spotifyアプリのインストール
が必要です。



オーディオを共有する側は、イヤホンをデバイスに接続した状態で右のイヤホンボタンを3秒長押し。「シェアリング オーディオ」と聞こえれば、オーディオ共有が出
来る状態になります。オーディオの共有を受ける側は、左のイヤホンボタンを3秒長押し。「ジョイニング オーディオ」と聞こえれば、オーディオ共有が受けられる状態
になります。接続すると、共有する側のみがボイスコントロールとトラックコントロールを利用する事が出来ます。オーディオ共有を終了する場合はケースに入れて
蓋を閉じる、またはイヤホン本体で電源を切ります。オーディオ共有を開始する動作を繰り返すことで終了することができます。

アクセプト（電話応答）　　リジェクト（電話拒否）

オーディオ共有

共有する側（SHARE) 共有される側（JOIN)

①スカルキャンディーAPPとの接続がされた状態で「ヘイ スカルキャンディー 」と呼びかけるとボイスコ
ントロールが起動し、発信音が鳴ります。②次にコマンドを呼びかけると操作可能です。 ③電話受信時に
は、「ヘイ スカルキャンディー 」と呼びかけず「アクセプト（応答）」または「リジェクト（拒否）」と呼びかける
と簡単に電話応答ができます。

ボイスコントロール

“ヘイ スカルキャンディー ...”①

③

② プレイ（再生）
ポーズ（停止）
ボリュームアップ（音量上げ）
ボリュームダウン（音量下げ）
アシスタント（Siri,Google,Alexa,etc)

ネクスト（曲送り）
プリビアス（曲戻り）
ステイアウェアー オン（外部音取り込み起動）
ステイアウェアー オフ（外部音取り込み停止）
スポティファイ

右左

イヤホンが電源オンの状態でアプリを立ち上げ、ボタン設定のアイコンをタップします。そこで『2回押す』『3回押す』『1秒長押し』で左右それぞれのボタン操作をカスタ
マイズできます。右側にある鉛筆マークをタップすると左右と各操作を選び×マークを押せば設定完了です。

ボタンカスタマイズ

ボタンカスタマイズ一覧

Skullcandy APP

次のトラック ○ 前のトラック ○

音量を上げる ○ 音量を下げる ○

なし ○

アシスタントを起動する ○

SpotifyTap™ ○ 外部音取り込み
ステイアウェアー オン/オフ ○

写真を撮る ○

※アプリ内では「常に注意 オン/オフ」
　と表記されています。

音声アシスタント

写真を撮る

外部音取り込み

Spotify Tap™

次のトラック

音量上げる

例）

２回押す

3回押す

1秒間長押し

1S

２回押す

3回押す

1秒間長押し

1S

00:03 00:03

右イヤホン左イヤホン 右イヤホン左イヤホン

※オーディオ共有は5メートル以内で使用してください。
※ユーザー間のオーディオ共有は同期に最大5秒かかる場合があることがあります。
※どちらかのユーザーがオーディオ共有を終了した場合、両方が再接続する必要があります。
※共有される側はボイスコントロールやトラックコントロールを使用できません。
※接続後、共有される側のボリュームが小さい状態になります。デバイス操作ではなくイヤホンのボタンでボリュームを調整してください。

※電話受信時には、「ヘイ スカルキャンディー 」と呼びかけず「アクセプト（応答）」または「リジェクト（拒否）」と呼びかけると簡単に電話応答ができます。

※「SkullcandyAPP」アプリのインストールが必要です。

アプリ起動 アプリとの接続 ボタン設定を押し ボタン設定画面 ボタンカスタマイズ

例）“ヘイ スカルキャンディー 、アシスタント”

※Skullcandy APPインストールする必要がありません。



※イヤホン同士でのリセットで問題が改善されない場合は
　こちらのリセット方法をお試しください。

“Grind”

デバイスとのリセット&ペアリング方法
スマートホンやPCのBluetooth設定画面からGrindとのペアリング設定を解除し、スマートホン
やPCのBluetoothを切ってください。①

②

③

ケースから左右どちらかのイヤホンを取り出し、イヤホンボタンを３秒間長押してください。

ケースに戻さずイヤホンのLEDが紫に点灯しリセットが開始され、LEDが紫に３回点灯し終わり
ましたら、ケースに戻してください。

④ 左右のイヤホンをケースから取り出し、ペアリングモードとなり、デバイスとの接続は
可能になります。

イヤホン同士のリセット&ペアリング方法
スマートホンやPCのBluetoothを切ってください。

OFF

ON

①

①
②

③

②

④

③

同時に

左右イヤホンボタンを
同時に3回押してください

ケースから左右のイヤホンを取り出し、左右のイヤホンボタンを同時に３回押してください。

ケースに戻さず左右イヤホンのLEDが紫に点灯しリセットが開始されます。
※リセット中はケースに戻さないでください。

④
左右イヤホンのLEDが赤と青に点滅して、イヤホンのリセットが完了します。イヤホン同士
がペアリングモードとなり、接続していたデバイスのBluetoothをONにすると自動で接続が
完了されます

3x3x

LEDが紫に
点灯します

OFF

① ②

④

③

イヤホンボタンを
3秒間長押してください

LEDが紫に
点灯します

00:03
“Grind”

設定画面から
“Grind”を選ぶ


