ボタンとインジケータ

BLUETOOTH と接続する

電池充電

BLUETOOTH と接続する

有線接続

有線接続

スピーカーフォン

スピーカーフォン

電話に応答/終了する
ミュ一卜/一時停止

1

ステータスインジケータ

2

3

4

14:52

Bluetooth

1

2

3

Bluetooth

付き[モード]ポタン

Paired

ポリューム

リセッ卜
バッテリ一インジケータ
USB-C 充電ソケット
AUX ソケッ卜

充電するには、USB電源アダブ
タまたはコンピュータに USB-C
ケーブルを接続し、スピーカ
_に接続します。ライ卜イン
ジケ一タは充電の進行状況を
不します。

95% 以上
80%～95%
15 ～80%
15% 未満

Reykjavik の電源を入れるには、
ステータスインジ ケ一タが白く
点灯するま で、MODE ポタンを
押し続 けます。

ステータスインジケータがブル
ーに点滅するま で、MODE ボ
タンを押し続けます。

リンクボタン、.統合インジケータ付

ステレオ
左チャンネル
右チャンネル

*電源アダプタは
同梱されていない
のでご注意ください。充電していない状態で八ッテリ一殘量ガ5
%以下になると、バッテリーインジケータが点灯します。

* オフにするには、ステータスインジケータが白
く点滅するまで、MODE ボタンを押し続けます。
その後にリリースします。

お使いのデバイスで Bluetooth
ペアリングを有効化して、
VIFA_REYxxxxxx をあなた
の Bluetooth デバイスに選択
します。

接続が確立されたら、ステ ー
タスインジケータがブル ーに点
灯します。

Reykjavik電源を入れるには、
ステータスインジケータが白く
点灯するまで、MODE ボタンを
押し続けます。

ワイヤを接続し、
( USB-C または
AUX ) デ
バイスから音楽の再生を開始
します。

再生が可能になったら、ステー
タスインジケータがグリーンに
点灯します。

*音楽ストリーミング中に、ミュート/一時停止 ボ

*音楽ストリーミング中に、ミュート/一時停止

タンを押します。

ボタンを押して、音楽をミュート/ミ ュート解
除します。

着信を受ける
ス テータスランプがグリー ン
に点滅します。電話に応答/終了
ボタンを短く押します。

通話を終了する
電話に応答/終了ボタンを再び短
く押します。

着信を拒否する
電話に応答/終了ボタンを長く
押します。

通話をミュートにする
通話中に、ミュート/一時停止ボ
タンを短く押して、マイクをミ
ュートまたはミ ュート解除し
ます。ミュート状態になると、
ステータスインジケータが白く
点滅します。

箱の中には

Reykjavik 1個
トラベルバッグ

USB-C ケーブル
安全に関する説明
と保証
クイックガイド

リンク2の REYKJAVIK スピーカー

1

リンク2の REYKJAVIK スピーカー

2

2台の Reykjavik スピーカーがオンに
なっていることを確認してください。

両方のスピーカーがリンクされると、リ
ンクインジケータは イエローに点灯し、
ステレオスピーカーにリンクされている
ことを示します。

リンクインジケーターが黄色に点滅す
るまで、メインのスピーカーのリンク
ボタンを軽く押してください。

*セカンダリスピーカーがリンクされる

もう一方のスピーカー（セカンダリ）
で同じ動作を繰り返します。

と、メインスピーカーの音楽が再生され.
左/右チャンネルに変更するには、「リ
ンク」ボタンを短く押します。リンク
を解除するには、リンクボタンを長く
押します。

登録と商標

仕様
説明

ポータブルワイヤレスラウドスピーカー

技術的特徴

Bluetooth® ワイヤレステクノロジー

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

The maximum ambient temperature should not exceed 40°C. Vifa Denmark
A/S hereby declares that the product Reykjavik (VIFA070), which contains
Bluetooth radio transceiver, is in compliance with EU directive
2014/53/EU (RED). The radiated power for RF frequency
range 2402-2480MHz is less than 10dBm.
The complete EU Declaration of Conformity can be downloaded
from: www.vifa.dk/support Firmware version:
Equal or later than version 4.2

入力

仕様
ツイーター

コーティングされたファブリックドーム
とネオジム磁石を備えた 2 x 19 mm Vifa
ドライブユニット

AUX 3.5 mmミニジャック
USB再生
リチウムイオン電池

ウーファー

アルミニウムコーンとネオジム磁石を備
えた70 mm Vifaドライブユニット

低い歪みと高精度に最適化され
たDSPクロスオーバー
3チャンネルデジタルアンプ
リンク2のスピーカー

周波数応答
入力電圧
スリープモード
自動オフ

62Hz~20kHz @ +/- 3dB
USB、5V
シグナルなしで3分後
シグナルなしで30分後

スピーカーフォン
(ノイズ/エコーキャン
セリングを含む)

バッテリー、内部

リチウムイオン 19Wh

高さ/直径
正味重量
グリル

65mm/139 mm
0.6 kg
カ スタムメイドのKvadrat社製テ
キ スタイル、陽極酸化アルミニウム

Bluetooth® ワイヤレステクノロジー
AUX 3.5 mmミニジャック
USB-C

サポート

サポート
本マニュアルに説明されていない問題が起きた場合、
vifa.dk/support までお問い合わせください

Reykjavik を登録する
スピーカーを登録することをお勧めします：

vifa.dk/support

REYKJAVIK
2018 09 Rev. 3.2

クイックガイド
Model: VIFA070

