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     Issues        Reason          Solutions
Power light 
doesn’t 
work

Low battery or 
bad connection 
with charging
cable 

Charge correctly
, check the 
connection part 
or charging cable

No voice 
from 
microphone 

Didn’t turn on or
adjust the voice
volume

Turn on the 
device and adjust 
the voice volume

No echo
effect

Features Instruction Trouble Shooting Specification

Package Contents

Charging
1. Use the standard USB cable and adapter 
to charge when you are charging, a red 
light appears.

2. The charging time lasts 3~4 hours. 
When it is fully charged, a red light 
becomes a green light.

 
*When the battery is fully charged, you can use 
microphone for 9~11 hours.
*When the battery is low, the device shuts down 
automatically.

Power on / off
When power turns on, a blue light appears.

Bluetooth connection
Select "KM-8500" from the device's 
Bluetooth settings. If Bluetooth 
connection is successful, you will hear “
Bluetooth connected”.

micro SD
Please insert the micro SD into the micro 
SD slot, the MP3 music of the micro SD 
card will be played.

Auto mode
Auto mode will automatically reduce the
accompaniment voice and your voice 
more clear.

Voice change function
1. Voice change function can change your 
voice to man’s, woman’s or kid’s voice.
2. Press and hold for 3 seconds to hear the 
clapping sound.

Scene
1. Different scene function (outdoor 
mode, studio room mode, karaoke 
room mode, original).
2. Press and hold for 3 seconds to hear a 
cheering sound

Vocal cut
 Cut the vocal part of the sound source.

Two microphones can be 
connected
1.Turn on the power of the two 
microphones and keep them close to 
each other.
2.Lightly press the power button on the 
main body of one microphone.

Record
1. Connect recording cable to device and 
microphone.
2. Follow karaoke APP instruction to start 
record.
    For more information, please refer to 
each application's instruction.

攤開尺寸:67.2 x 10.6 cm
單面尺寸: 9.6 x 10.6 cm
M行折法  20220302

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただく
ことを説明しています。

安全上のご注意（必ずお守りください）

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分
     して、説明しています。

してはいけない内容です。

実行しなければならない内容です。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

「死亡や重症を負うおそれが大きい内容」です。

「死亡や重症を負うおそれがある内容」です。

「軽症を負うことや財産の損害が発生するおそ
れがある内容」です。

分解、改造しない。

水やその他の液体にいれたり、ぬらしたりしな
い。 ぬれた手で扱わない。
毛布などをかぶせた状態で充電しない。
コンセントや配線器具の定格を超える使い方は
しない。

お子さまやペットに危険が無いよう十分注意する。
ACアダプタのほこりなどは定期的にとる。
ACアダプタは根本まで確実に差し込む。

5～35℃以外の場所では充電しない。
直射日光のあたる場所や高温の場所で充電しない。
磁気カードや磁気記録メディア、精密機器などを近
づけない。
ACアダプタが傷んだり、コンセントの差し込みがゆ
るいときは使用しない。

湿気やほこりの少ない場所で使用・保管する。
使用時以外はACアダプタをコンセントから抜く。

- Stable and low-latency Bluetooth connection.
- TWS function, two karaoke microphones can 
be connected at the same time,capable of 
duet singing.
- Different scene function (outdoor mode, 
studio room mode, karaoke room mode, 
original).
- Voice change function (man, woman, kid)
- Vocal cut function
- Auto mode will automatically reduce the 
accompaniment voice and your voice more 
clear.
- Equipped with recording function. Able to 
hear singing more clear when plug an 
earphone through the audio jack.
- Support micro SD card.(maximum 64GB)
- Five levels for singing volume, echo effect and 
music volume.
-Friendly LED display.
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- Recording Cable -
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- Charging cable - - User Manual -

Gigastone

保証書付

 Bluetooth
カラオケマイク

型番 

GJKM-8500MB(ミントブルー) 
GJKM-8500PG(ピンクゴールド)
GJKM-8500BK(ブラック)
GJKM-8500SL(シルバー)

Echo volume
Microphone volume

Music volume

Microphone 

Speaker

Auto
Voice change

Stop

Power 
Skip

Play / Pause

Scene
Vocal cut

Audio output for recording

Earphone output 

Type C port
micro SD slot 
(maximum 64GB)

Didn’t adjust 
the echo 
volume

Mobile phone 
does not 
support, audio 
processing chip 
performance is 
weak

Change phoneRecording 
failed

Enviromental 
noise or bad
mobile phone
signal  

Move to quite
place and keep
the distance
with mobile
phone  

Noise when
singing 

Failed to 
connect 
the 
Bluetooth

The Bluetooth 
distance is too 
far or another 
phone has 
connected 

Get close to the 
mobile phone, 
avoid the obstacle or 
stop the connection 
on another phone

Surreal 
sound 
effect 
under the 
bluetooth 
connection

Voice volume is 
too high or 
battery power is 
too low

Lower down the 
media voice, or 
charge the 
battery

 

 

The voice 
volume
of mobile 
phone
is low or the 
music file has 
low sound
volume    

Adjust the voice 
volume of mobile
phone or music 
player tool,down-
load music files with 
clear sound  
Adjust the music to 
proper location 

Music
volume is
too small
or even no
sound   

Mobile phone 
Bluetooth 
protocol does 
not support

Use recording cable 
or APP

Bluetooth 
connetion 
cannot 
record

Phone volume 
is low or the 
source sound 
volume is too 
low

Adjust the phone 
volume or the media 
player volume. 
Re-download 
volume large audio 
source files.

Bluetooth 
accompa-
niment 
sound is 
small or 
no sound

Not high 
quality sound

Download high 
quality songs 

Vocal cut 
on, the 
music 
doesn’t 
work well

Vocal cut on Vocal cut offWeaker 
voice

Adjust the echo 
volume

 

Music 
interruption
under the 
Bluetooth 
connection

Bluetooth 
distance is too far 
or another phone 
has connected 

Move close to 
mobile phone and
avoid the obstacle

仕様

Model name

Bluetooth version

Speaker output

Charging input

Battery  capacity

Using time

Charging time

Battery type

Material

Dimension

Weight

GJKM-8500MB(Mint blue)
GJKM-8500PG(Pink gold)
GJKM-8500BK(Black)
GJKM-8500SL(Silver)

5.0

10W

5.0W  1A

2500mAh

9～11 hours

3～4 hours

Lithium battery

Aluminum alloy

250 × 72 × 77 mm

390 g

Specification Bluetooth Karaoke Microphone

Warning
1. Read user manual carefully before using KM-8500.
2. Please do not dispose the product in fire or liquid. And do not disassemble or modify KM-8500.
3. Do not knock or crash the product. Keep KM-8500 dry and away from damp and erosive goods.

Warranty Information
1. For any defect, in the judgement of our technician, caused under normal use, we are responsible for 
repairing for free of charges 12 months commencing from the date of purchase at the discretion of our 
company.

2. A valid warranty voucher or any original purchase invoice must be presented upon request for warranty 
service.

3. During warranty period, this warranty shall not apply to the product if (a) it has explicitly modified or 
repaired in any way by any person other than technicians of our company, or (b) it has been damaged 
through misuse, malicious acts, negligence, and flow in any liquid, accident or natural calamities.

4. All conditions refer to the English version.
5. If any damage causes to your product due to wrong usage, our company will not take any responsibilities.

Limited Warranty
Thank you for purchasing Gigastone KM-8500.
Gigastone warrants that the product is free of defects in workmanship and material at the time of its original 
purchase. This Limited Warranty for the product shall last for 12 months from the date of original purchase. 
This original warranty card and original invoice must be presented at the time you require warranty service 
or such warranty will be voided.
This limited warranty is valid only if the products is used for the purpose for which it was designed. It does 
not apply to damage or loss caused by negligence, physical abuse, misuse, accident, exposure to moisture, 
dampness, extreme thermal, unauthorized modifications, unauthorized opening or repair, forces of nature, 
or other actions beyond the reasonable control of Gigastone. In case of when the warranty does not apply, a 
repair of replacement charge will be incurred. The customer shall be responsible for sending the defective 
product to the service center and get back the repaired or replaced product from the service center.
Note: Gigastone reserves the right to interpret the terms and conditions contained herein, and the right for 
any charges without prior notice.
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製品特徴 各部名称

パッケージ内容

Bluetoothカラオケマイク

　

保証書付きユーザーマニュアル（本書）..........１枚
カラオケマイク.....................................................１台
充電用ケーブル...................................................１本
録音用ケーブル.................................................... １本

- 録音用ケーブル -

- カラオケマイク -

- 充電用ケーブル - - ユーザーマニュアル -

Gigastone

保証書付

 Bluetooth
カラオケマイク

型番 

GJKM-8500MB(ミントブルー) 
GJKM-8500PG(ピンクゴールド)
GJKM-8500BK(ブラック)
GJKM-8500SL(シルバー)
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Musicエコーレベル
マイク音量

ミュージック音量

単一指向性マイク

スピーカー

音量バランス最適化
ボイスチェンジ

停止

電源
スキップ

再生/一時停止

シーン切替
ボーカルカット

録音用音声出力
ヘッドホン出力

タイプCポート
micro SDスロット
(最大64GB)

- 安定して遅延の少ないBluetooth接続 
- TWS Function ‒ 二台のカラオケマイクの同時接
  続が可能になり、デュエットができるように
- シーン切替機能搭載
   カラオケルーム(デフォルト)、屋外、録音室、オ
   リジナルモードと切り替えることができます
- ボイスチェンジ機能搭載
   男性、女性、子どもとボイスを変更させること
   ができます
- ボーカルカット機能搭載
   音源のボーカル部分をカットできます
- 音声バランス最適化機能搭載
  音源のボーカルや演奏音を自動的に下げ、マイ
  ク音声をより目立たせます
- イヤホンジャックが二つついているので、一つ
   はヘッドフォン、もう一つは録音用に使用可能
- micro SDカード 対応(最大64GB)
- エコー、マイク音量、ミュージック音量を5段
   階で調節可能
- LED付きでわかりやすい表示

1. 充電用ケーブルのType-C端子を本体の充電ポー 
    トに挿入し、USB-A端子をPCやACアダプターな
    どのUSB出力に挿入します。充電中は電源ボタン
    が赤く点灯します。 
2. フル充電されると電源ボタンは緑色に点灯します。  
  （充電時間は3～4時間です）

充電残量が不足すると、"Battery is low .please 
retry charge in time"(日本語訳:電池残量が不足して
います、充電後にご使用ください。)と音声が流れ
、本体の電源が自動的にオフになります。電源が入
ると青く点灯し、オフになると消滅します。

使用方法

※本体がフル充電されると9～11時間ご使用いただけ
     ます。(ご購入時)
※充電残量が不足すると、本体の電源が自動的にオ
     フになります

※Bluetoothに接続する前、電源ボタンは青色に点滅
 しています。Bluetoothに接続成功した後、電源
 ボタンは青色に点灯します。

電源をオン/オフにする

1. 電源をオンにした状態で“Bluetooth”と音声が聞   
    こえたらスマホなどのデバイスのBluetoothをオ
    ンにします。
2. デバイスのBluetooth設定から“KM-8500”を選ん
    で接続してください。
3. マイク本体を操作してご希望の設定に調整してく
     ださい。

4. デバイスで好きな音楽を選んで、再生ボタンを押
     してカラオケをお楽しみください。

1. 本体のmicro SDカード差込口にmicro SDカード
    を挿入します。
2. micro SDカード内のすべてのMP3ファイルを検
    出し、自動的に再生します。
3. マイク本体を操作してご希望の設定に調整してく
    ださい。
4. 曲のスキップボタンでお好きな曲を選んでカラオケ 
    をお楽しみください。

1. マイクの電源をつけた状態でAutoボタンを1回押
    してください。
2. 音源のボーカルや演奏音を自動的に下げ、マイク
    からの音声をより目立たせます。
3. もう1回押すことでオリジナルモードに戻すこと
    ができます。

1. マイクの電源をつけた状態でVoice Changeボタ
    ンを押してください。
2. 1回押すごとに男性の声、女性の声、こどもの声、
     オリジナルモードと切り替えることができます。
3. 3秒間長押しすると拍手音が流れます。

スマホなどのBluetoothデバイスと接続する

音量バランス最適化を使用する

ボイスチェンジを使用する

カラオケモード切替を使用する

micro SDカードを接続して使用する

1. マイクの電源をつけた状態でSceneボタンを押し
     てください。
2. 1回押すごとに屋外、録音室、オリジナルモード 
     、カラオケルーム(デフォルト)と切り替えること
    ができます。
3. 3秒長押しすると歓声音が流れます。

ボーカルカットを使用する

デュエットをする

1. マイクの電源をつけた状態でVocal Cutボタンを
     1回押してください。音源のボーカル部分をカッ
     トした状態で歌うことができます。
2. もう1回押すことでオリジナルモードに戻すこと
     ができます。

1. 2台のマイクの電源をつけ、近づけた状態でどち
    らか1台のマイク本体の電源ボタンを軽く押して
    ください。
2. Bluetoothに接続したら、あとはマイク2台でカ
    ラオケをお楽しみいただけます。

カラオケを録音する
1. 録音用ケーブルをデバイス、マイクに接続して 
 ください。
2. 各カラオケアプリの指示に従い、カラオケを録 
 音することができます。
 詳しくは各アプリの操作方法をご確認ください。

故障かな？と思ったら　

     現象               原因                  対処方法

電源が入ら
ない

充電でき
ない

充電残量が少ない

・電源が入ってい
    ない
・マイクの音量が
    調整されていない

・周囲のノイズを
    拾っている
・スマホからの
    信号にノイズが
    含まれている

・マイク本体とス
    マホの距離が遠
    すぎる
・その間に障害物
    がある

充電端子と充電ケ
ーブルを確認し、
正しく充電して
ください

充電端子と充電ケ
ーブルを確認して
正しく充電してく
ださい

マイクから
音が出ない

電源をオンにして
ボリュームを調整
してください

エコーが
効かない

エコーが調整さ
れていない

充電ケーブルの
接触が悪い

エコーの大きさ
を適切に調整し
てください

録音の性能
が良くない

歌っている
ときに、
ノイズが入る

Bluetooth接
続中に演奏
が途切れる

Bluetooth
が接続でき
ない

ご利用のスマホ
の機種が対応し
ていない

スマホの機種を
変更してご利用
ください

静かな場所へ移
動し、携帯電話
と十分な距離を
とってください

マイク本体とス
マホの間の距離
を近づけ、障害
物を無くしてく
ださい

・マイク本体とス
    マホの距離が遠
    く、その間に障
    害物がある
・別のスマホと
    Bluetooth接続
    されている

・マイク本体とス
    マホの間の距離
    を近づけ、障害
    物を無くしてく
    ださい
・別のスマホとの
    Bluetooth接続
    を切断してくだ
    さい

Bluetooth
接続中に
音が歪んで
聴こえる

・音量が大きす
    ぎる
・充電残量が少
    ない

・スマホ、アプリ、
    マイク本体の
    音量を調整する
・マイク本体を
    充電する

録音でき
ない

使用しているデ
バイスのOSがア
ップデートでき
ていない

ご使用するデバイ
スのOSを最新のも
のにアップデート
してください

ボーカルカ
ットが機能
しない

音源ファイルの
音質が良くない

クリアな音源でフ
ァイルを再生する

伴奏音源の
ボーカル音
声が小さい

ボーカルカット
したままになっ
ている

ボーカルカットを
オフにする

Bluetooth
接続時に
音源の音量
が小さい
または音
が出ない

・マイク本体の
   音量が小さい
・音源の音量が
    小さすぎる

・スマホやメデ
   ィアツールの
    音量を調整する
・別の音源を試す
・音源の音量を
    適切に調整する

デュエット
するときに
2台のマイク
をBluetooth
に繋げるこ
とができな
い

2台をリンクさせ
る前に、どちらか
1台が先にBluetooth
に接続してしまっ
ている

2台ともBluetooth
に接続していない
ことを確認した上
で、先に2台のマ
イクをリンクさせ、
その後Bluetooth
に接続してくだ
さい

使用上のお願い　

極端な高温・低湿・高湿はお避けください。 周囲
温度5℃～35℃、周囲湿度45%～85%の範囲内
で保管、ご使用ください。
ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。
汚れた場合は柔らかい布で乾拭きしてください。
ベンジン・シンナー・アルコール・洗剤などは使用
しないでください。
磁気を帯びたものは近づけないでください。
周囲に迷惑にならないよう音量を調整してご使用
ください。

仕様

商品

Bluetooth
バージョン

スピーカー出力

充電入力

バッテリー容量

使用時間

充電時間

バッテリー種類

製品材質

製品寸法

製品重量

カラオケマイク
8500シリーズ

5.0

10W

5.0W  1A

2500mAh

9～11時間

3～4時間

リチウム電池

ABS+アルミ合金

250 × 72 × 77 mm

390 g

Bluetoothカラオケマイク

保証規定　

1. 本書の保証書にお買上げ日、販売店名が記載されているかお確かめください。記入漏れ、改ざん
    がある場合、保証書および保証規定は無効となります。
2. 保証期間内に、本書の注意書きに従った正しい使用状態で製品が故障した場合には、正常品と交
    換対応させていただきます。
3. 保証期間内でも以下の場合には交換対応出来ない場合があります。
    ① 本書に従った正しい使用がなされなかった場合
    ② 修理や改造による故障や損傷の場合
    ③ 使用および取扱い上の過失、事故による故障や損傷の場合
    ④ 落下、水没、水濡れ、湿気などの痕跡がある場合
    ⑤ 地震、風水害などの天災および火災、塩害、異常電圧などによる故障や損傷の場合
    ⑥ 本書の提示がない場合
4. 本書記載の機器が故障したことにより発生した損害・損失については責任を負いかねます。
5. 本製品を指定外の機器と接続して使用した場合、万一発生した事故については責任を負いかね
    ます。
6. 出張による対応はお受け出来ません。
7. 本保証は日本国内においてのみ有効です。

©2022 Gigastone Corporation 
All rights reserved. All registered logos and trademarks are the property of their respective owners.

Taipei | Los Angeles | Tokyo | Shenzhen

製 造 元：Gigastone Corporation
輸 入 元：Gigastone Japan株式会社

サポート窓口：Gigastone Japan株式会社
営業時間 : 10:00～18:00, 土日祝日を除く
TEL： 03-5341-4207
E-mail：service@gigastone.com
Website： https://gigastone.jp

保証書 Guarantee

商品名 
Product name

保証期間 
Warranty period

購入日 
Purchase date

販売店 
Purchase shop

店名 Shop name

カラオケマイク  8500シリーズ

電話番号 Telephone number

Customer 
information

Name

Address

Phone number

One year from the date of purchase

©2022 Gigastone Corporation 
All rights reserved. All registered logos and trademarks are the property of their respective owners.

Taipei
進口商 / 委製商：立達國際電子股份有限公司
公司地址：114 台北市內湖區新湖二路166號4樓
客服電話：+886-3-925-5893  
服務信箱：service@gigastone.com

Los Angeles                                                                   
Tel : +1-949-450-2900                                               
Address : 17520 Von Karman Ave, Irvine, CA 92614
E-mail：service@gigastone.com

Tokyo
製 造 元：Gigastone Corporation
輸 入 元：Gigastone Japan株式会社
サポート窓口：Gigastone Japan株式会社
営業時間 : 10:00～18:00, 土日祝日を除く
TEL： 03-5341-4207
E-mail：service@gigastone.com
Website： https://gigastone.jp


