Product List

Function key

JoveTrans Mix User Manual

Volume key

Earphone key
Charging indicator
(L)

Storage case

(R)

Earphones（1 pair, with 1
pair of M sized earplugs）

Earplugs (2 pairs,sized L and S)

Charging cable（1 piece）

Using JoveTrans Mix

01 /App Installation

Scan the QR code or search in Google Play or App
Store to download JoveTrans App.

Google Play

App Store

The App is only supported by Android 6.0/iOS 8.0 or newer.

02 /Bluetooth Connection

When using for the first time, keep the earphones
in the case, press and hold the function key for 3
seconds.When the indicator on the case turns
green, the earphones are activated successfully.

Function key

Due to the characteristics of Bluetooth, the Bluetooth signal may
be seriously interfered by the environment, which may slow down
the search for the Bluetooth device. Please move the storage
case with the earphones close to the phone to search or re-try in
an environment with less signal interference.

03 /Translation

① Earphone + translation stick

(Put the right earphone into the storage case, which will turn
Charging indicator

After activation, turn on the phone's Bluetooth,
and when the indicator on the left earphone starts
to flash, search and connect to “JoveTrans Mix”.

into a translation stick.）

After the earphones are connected to the phone
through Bluetooth, open the JoveTrans App and
enter the translation interface. The speaker
wearing the left earphone can speak directly, and
the other speaker can press and hold the function
key on the case to speak. The two speakers can
listen
to
the
translation
through
the
earphone/translation stick.

Bluetooth
Bluetooth

JoveTrans

My Device

JoveTrans Mix

Not connected

What kind of music do you like?
Quel genre de musique aimez - vous?

J'aime bien le rock.
I’m crazy about rock music.

Please speak English...

Turn on the Bluetooth on your phone and open
the storage case, paired earphones will connect
with the phone automatically.

English

Pause key

French

②Earphone + earphone

Take out the two earphones from the storage case,
and give one to the other speaker. The speakers
need to click the earphone keys before speaking.
Translation will be heard through the earphones.

③Power on and oﬀ

Open the case and the earphones will turn on
automatically.
Put the earphones back to the case, close the
case and the earphones will turn off.

JoveTrans
What kind of music do you like?
Quel genre de musique aimez - vous?

④Charge

J'aime bien le rock.
I’m crazy about rock music.

Please speak English...

Earphones will be charged upon being put into
the case.

Earphone key

(L)

Status of charging indicator on the case. (Green
means earphones are fully charged | Red means
earphones are being charged)

(R)

English

04 /Daily Use

Pause key

French

⑤Switch to another phone

①In-ear Detection

Take off both earphones to pause music playing.
Put on either one to resume music playing.
When a call comes, put on the earphone and it will
answer the call automatically.

②Music and Phone Call
Music

Phone Call

Please charge the case if the indicator on the case ﬂashes red
when opening or closing the case.

Put the two earphones into the storage case, close
the case, press and hold the function key on the
case for 8 seconds until the indicator on the case
turns green. Then open the case, and when the
indicator on the left earphone starts to flash, the
earphones are in pairing mode. Search with the
phone’s Bluetooth and connect to “JoveTrans Mix”.

Function key

Play/Pause

Single click an earphone key

Next track

Double click an earphone key

Answer a call

Single click an earphone key

End a call

Single click an earphone key

Decline an incoming call

Press and hold an earphone
key for 1 second

Charging indicator

05 /Troubleshooting

①Can’t get connected through Bluetooth?
Press and hold both the earphone keys for 10
seconds, and release immediately when you hear a
piece of music. The indicators on the earphones will
go out after flashing for 2 seconds. And, when the
indicator on the left earphone starts to flash again,
search with the phone’s Bluetooth and connect to
“JoveTrans Mix”.
②Translation does not go smoothly?
You need to ensure smooth Internet connection since
the translation feature requires a reliable network
connection. Make sure that the phone is within 1.5m
from the earphones and there is no obstacle between
them, to ensure stable signal transmission.
③Translation is not accurate?
Please speak slowly and raise your voice;
Please wear the earphones correctly and make the
end of the earphone stem point towards your mouth;
Try to reduce pauses when you speak, and avoid
using words or expressions that are too informal;
Try to use complete sentences or proper expressions. For example, you’d better say "I want to book
a room, for three nights" instead of "one room, three
nights".
User experience improvement program:
email us to yueyi@gtcom.com.cn, your suggestions will be used to
improve user experience.

同梱物
機能ボタン
音量ボタン

充電ランプ

(L)

収納ケース

217-190004

(R)

イヤホン
（1対、Mサイズ
のイヤーピース付き）

イヤーピース
（2対、L、Sサイズ
のイヤーピース付き）

充電ケーブル

使用手順

01 /アプリインストール

QRコードをスキャンするかまたはアプリストアで
「悦訳」
を検索してダウンロードすることができます。

Google Play
217-190005

イヤホンボタン

App Store

対応スマートフォンのOSバージョンはAndroid 6.0/iOS 8.0以上。

02 /Bluetooth接続

初めてご利用の場合、イヤホンを収納ケースに置
いたまま、機能ボタンを３秒間長押しして、収納ケー
スにある緑ランプが点灯すると初期設定か完了に
なります。
機能ボタン
充電ランプ

03 /翻訳

①イヤホン＋翻訳スティック（収納ケースは右イヤ

ホンを入れたままの状態で翻訳スティックとして使えます）

Bluetoothに接続できたら、悦訳アプリを開いて翻
訳画面に入ります。話し手が左イヤホンをつけて話
し、相手が話す時翻訳スティックの機能ボタンを押し
たまま話してください。両者は自分のイヤホン/翻訳
スティックから翻訳結果を聞くことができます。

初期設定後、左イヤホンのランプが点滅すると、
スマ
ートフォンのBluetoothをオンにし、
「JoveTrans Mix」
を検索して、ペアリングしてください。

JoveTrans
どんなジャンルの音楽が好きですか？

Bluetooth

What kind of music do you like?

Bluetooth

I’m crazy about rock music.

私はロックに夢中です。
日本語で話してください...

私のデバイス

JoveTrans Mix

接続されていません

スマートフォンのBluetoothがオンの状態で収納ケ
ースを開くと、一度ペアリングしたイヤホンに自動
的に接続されます。

Bluetoothイヤホンは特性上、利用される環境の中でBluetooth信

号に深刻な干渉が起きた場合、Bluetoothデバイスの検索が遅くな

る場合があります。
その時、
イヤホンをスマートフォンに近づけて再

検索するか、干渉が小さい場所へ移動してから再び試してください。

日本語

②イヤホン＋イヤホン

一時停止ボタン

英語

収納ケースから２つのイヤホンを取り出し、
１つを相
手に渡します。
その後、会話の両者は話す時イヤホン
のボタンをタップしてから話し、
イヤホンから翻訳結
果を聞くことができます。

③電源オンとオフ

JoveTrans

収納ケースを開くと、
イヤホンは自動的にオンになります。

どんなジャンルの音楽が好きですか？
What kind of music do you like?

イヤホンを収納ケースに入れて蓋を閉じると、オフ
になります。

I’m crazy about rock music.

私はロックに夢中です。

イヤホンボタン

(L)

日本語で話してください...

(R)

④充電
日本語

一時停止ボタン

英語

04 /一般使用
音楽を鑑賞中、
２つのイヤホンを外すと、音楽が一時
停止になります。任意の１つをつけると、音楽の再生
が続きます。

電話が入る場合、
イヤホンを着用すると自動的に出
ることができます。

②音楽と通話

通話

収納ケースのランプは充電状態を示します（緑ラン
プは充電完了|赤ランプは充電中）。
開閉の際、収納ケースの赤ランプが点滅する場合は電量不足という
ことで、翻訳機能に影響が出ないようにすぐに充電してください。

①着用検知

音楽

イヤホンは収納ケースに入れられると、自動的に充
電状態に入ります。

再生/一時停止

任意のイヤホンのボタンをワンクリック

次の曲

任意のイヤホンのボタンをダブルクリック

電話に出る

任意のイヤホンのボタンをワンクリック

電話を切る
（通話中）

任意のイヤホンのボタンをワンクリック

電話を拒否する

任意のイヤホンのボタンを１秒間長押し

⑤スマートフォン変更の場合

２つのイヤホンを収納ケースに入れて蓋を閉じ、収
納ケースの緑ランプが点灯するまで機能ボタンを８
秒間長押ししてください。
その後、左イヤホンのラン
プが点滅して、ペアリングモードになります。
スマート
フォンのBluetoothをオンにし、
「JoveTrans Mix」を
検索してペアリングしてください。
機能ボタン
充電ランプ

05 /問題解決

①Bluetoothのペアリングができない？
２つのイヤホンボタンを同時に10秒間長押し、流れてい
る音楽が終わるとすぐに手を離してください。
イヤホン
のランプが2秒間点滅して消え、左イヤホンのランプが
再び点滅したら、
スマートフォンのBluetoothをオンに
し、
「JoveTrans Mix」を検索してペアリングしてくださ
い。
②翻訳がスムーズでない？
アプリの翻訳機能には良好なネット環境が必要なの
で、ネット環境を確認してください。
また、
スマートフォン
とイヤホンの距離が1.5メートル以内で、両者の間に障
害物がないことを確認し、
データ転送が安定しているこ
とを確保してください。

③翻訳があまり正確でない？
話すスピートを落として、声を出して話すようにしてくだ
さい。
イヤホンの向きを確認してください。
イヤホンの下側が
口の方向に向いて着用するようにしてください。
会話中ポーズを置くことを避け、
タメ口や方言を避けて
ください。
できるだけ完全なセンテンスを話すか、別の言い方に
換えてみてください。例えば：
「３日間のホテル予約」→
「私は一部屋を予約したい。
３日間泊まります。
」

产品清单
功能键
音量键
充电指示灯

耳机按键
(L)

收纳盒

耳塞（2对，大号和小号耳塞）

(R)

耳机（1对，配中号耳塞）

充电线（1条）

使用步骤

01 /App安装

扫描二维码或在应用商店搜索“悦译”
，下载安装悦译
App。

ユーザー体験の改善：
ご意見やアドバイスをyueyi@gtcom.com.cn
まで送ってください。
いただいたご意見は、今後の製品改善のため活
用させていただきます。

217-190005

217-190004

仅支持Android 6.0/iOS 8.0及以上的手机操作系统。

02 /蓝牙连接

首次使用，耳机置于收纳盒内，长按收纳盒功能键
3秒，绿色指示灯亮即成功激活。
功能键

03 /翻译

①耳机＋翻译棒 (右耳机置于收纳盒内即为翻译棒)

蓝牙连接成功后，打开悦译App进入翻译界面。
主人
佩戴左耳机直接说话，对方按住翻译棒功能键说话，
对话双方通过耳机/翻译棒听翻译结果。

指示灯

耳机激活后，左耳机指示灯快速闪烁，打开手机蓝
牙，搜索配对“JoveTrans Mix”。

悦译
你喜欢什么类型的音乐？

What kind of music do you like?

I’m crazy about rock music.

我对摇滚乐很着迷。

蓝牙
请说中文...

蓝牙

我的设备

JoveTrans Mix

未连接

中文

在手机蓝牙开启状态下打开收纳盒，配对过的耳
机将自动与手机蓝牙连接。
由于蓝牙耳机的特性，若您所处的环境对蓝牙信号有严重干扰，可

能会出现蓝牙设备搜索缓慢的情况，请您将耳机靠近手机重新搜
索或在信号干扰较小的的环境重新尝试。

②耳机＋耳机

暂停键

英文

从收纳盒中取出两只耳机，分享一只给对方，对话双
方单击耳机按键切换语言说话，并通过耳机听翻译
结果。

③开机与关机

悦译

打开收纳盒，耳机自动开机。

你喜欢什么类型的音乐？

What kind of music do you like?

耳机放回收纳盒，合盖自动关机。

I’m crazy about rock music.

我对摇滚乐很着迷。

耳机按键

请说中文...

(L)

④充电

(R)

耳机放入收纳盒自动充电。

中文

04 /日常使用

暂停键

英语

听音乐时，摘下2只耳机，音乐暂停，佩戴任意1只耳
机，音乐继续播放。
来电话时，戴上耳机自动接听。

将两只耳机放入收纳盒，合上盒盖，长按收纳盒功
能键8秒至绿色指示灯亮起，打开盒盖，左耳机指示
灯快速闪烁即进入配对模式，打开手机蓝牙，搜索
配对“JoveTrans Mix”。

功能键

②音乐与通话
播放/暂停

单击任意耳机按键

下一曲

双击任意耳机按键

接听电话
通话

开关盒时，收纳盒指示灯红灯闪烁，请及时充电，以免影响翻译功能。

⑤更换手机

①入耳检测

音乐

收纳盒指示灯显示充电状态（绿灯表示已充满电 | 红
灯表示未充满电）。

单击任意耳机按键

挂断电话（接听状态下）

单击任意耳机按键

拒接电话

长按任意耳机按键1秒

指示灯

05 /疑难解决

①蓝牙无法配对？
长按两只耳机按键 10 秒，听到耳机内一段音乐结
束后立即松手，耳机指示灯快速闪烁 2 秒后熄灭，
当左耳机指示灯再次快速闪烁时，打开手机蓝牙，
搜索配对“JoveTrans Mix”。
②翻译卡顿？
确认当前的网络畅通，App 翻译功能需要良好的网络
环境；确认手机距离耳机范围在 1.5 米内，中间无障
碍物，确保数据传输稳定。
③翻译不够准确？
请适当放慢语速、提高说话音量；
请确认耳机佩戴方式，将耳机底端对准嘴巴；
请尽量在对话中减少停顿、避免过于口语或当地俚语
的表达；
请尽量将句子表达完整，或尝试用另一词汇进行表达。
如：
“订三晚酒店”→“我想订一个房间，三个晚上”。

用户体验改善计划：将意见和建议发送到邮箱

yueyi@gtcom.com.cn，您的意见将用以改善和提升产品体验。

產品清單
功能鍵
音量鍵
充電指示燈

(L)

收納盒

217-190004

(R)

耳機（1對，配中號耳塞）

耳塞（2對，大號和小號耳塞）

充電線（1條）

使用步驟

01 /App安裝

掃描二維碼或在應用商店搜索“悅譯”
，下載安裝悅譯
App。

Google Play
217-190005

耳機按鍵

App Store

僅支援Android 6.0/iOS 8.0及以上的手機作業系統。

02 /藍牙連接

首次使用，耳機置於收納盒內，長按收納盒功能鍵
3秒，綠色指示燈亮即成功啟動。
功能鍵

03 /翻譯

①耳機＋翻譯棒 (右耳機置於收納盒內即為翻譯棒)

藍牙連接成功後，打開悅譯App進入翻譯介面。
主人
佩戴左耳機直接說話，對方按住翻譯棒功能鍵說話，
對話雙方通過耳機/翻譯棒聽翻譯結果。

指示燈

耳機啟動後，左耳機指示燈快速閃爍，打開手機藍
牙，搜索配對“JoveTrans Mix”。

JoveTrans
你喜歡什麼類型的音樂？

What kind of music do you like?

I’m crazy about rock music.

我對搖滾樂很著迷。

藍牙
請說中文�

藍牙

我的設備

JoveTrans Mix

未連接

中文

在手機藍牙開啟狀態下打開收納盒，配對過的耳
機將自動與手機藍牙連接。
由於藍牙耳機的特性，若您所處的環境對藍牙信號有嚴重干擾，可

能會出現藍牙設備搜索緩慢的情況，請您將耳機靠近手機重新搜
索或在信號干擾較小的的環境重新嘗試。

②耳機+耳機

暫停鍵

英文

從收納盒中取出兩隻耳機，分享一隻給對方，對話雙
方按一下耳機按鍵切換語言說話，並通過耳機聽翻
譯結果。

③開機與關機

JoveTrans

打開收納盒，耳機自動開機。

你喜歡什麼類型的音樂？

What kind of music do you like?

耳機放回收納盒，合蓋自動關機。

I’m crazy about rock music.

我對搖滾樂很著迷。

耳機按鍵

請說中文�

(L)

④充電

(R)

耳機放入收納盒自動充電。

中文

04 /日常使用

暫停鍵

英语

聽音樂時，摘下2只耳機，音樂暫停，佩戴任意1只耳
機，音樂繼續播放。
來電話時，戴上耳機自動接聽。

將兩隻耳機放入收納盒，合上盒蓋，長按收納盒功
能鍵8秒至綠色指示燈亮起，打開盒蓋，左耳機指示
燈快速閃爍即進入配對模式，打開手機藍牙，搜索
配對“JoveTrans Mix”。

暫停鍵

②音樂與通話

通話

開關盒時，收納盒指示燈紅燈閃爍，請及時充電，以免影響翻譯功能。

⑤更換手機

①入耳檢測

音樂

收納盒指示燈顯示充電狀態（綠燈表示已充滿電 | 紅
燈表示未充滿電）。

播放/暫停

按一下任意耳機按鍵

下一曲

按兩下任意耳機按鍵

接聽電話

按一下任意耳機按鍵

掛斷電話（接聽狀態下）

按一下任意耳機按鍵

拒接電話

長按任意耳機按鍵1秒

指示燈

05 /疑難解決

①藍牙無法配對？
長按兩隻耳機按鍵 10 秒，聽到耳機內一段音樂結
束後立即鬆手，耳機指示燈快速閃爍 2 秒後熄滅，
當左耳機指示燈再次快速閃爍時，打開手機藍牙，
搜索配對“JoveTrans Mix”。
②翻譯卡頓？
確認當前的網路暢通，App 翻譯功能需要良好的網路
環境；確認手機距離耳機範圍在 1.5 米內，中間無障
礙物，確保資料傳輸穩定。
③翻譯不夠準確？
請適當放慢語速、提高說話音量；
請確認耳機佩戴方式，將耳機底端對準嘴巴；
請儘量在對話中減少停頓、避免過於口語或當地俚語
的表達；
請儘量將句子表達完整，或嘗試用另一詞彙進行表達。
如：
“訂三晚酒店”→“我想訂一個房間，三個晚上”。

用戶體驗改善計畫：將意見和建議發送到郵箱

yueyi@gtcom.com.cn，您的意見將用以改善和提升產品體驗。

217-190005

217-190004

