
Bluetooth® について
Bluetooth® とは電子機器同士をワイヤレス（無線）でつなぐことにより、ケーブルを使わず
に接続する技術のことです。本機とBluetooth® 対応機器をワイヤレス接続し、音声を楽し
むことができます。�
	●本機は電波法に基づく技術基準適合証明を受けていますので、無線局の免許は必要あ
りません。	
ただし、本機に以下の事項を行うと、法律で罰せられることがあります。
•	分解、改造すること
•	本機に貼ってある証明ラベルをはがすこと
	●日本国内のみで使用してください。各国の電波法に抵触する可能性があります。
	●電波障害について
他のエレクトロニクス機器の近くに設置した場合、正常に動作しない可能性があります。
	●使用制限
•	すべてのBluetooth®対応機器とのワイヤレス通信を保証するものではありません。
•	本機と接続するBluetooth®対応機器は、Bluetooth	SIG	の定めるBluetooth®標準規格に
適合し、認証を取得している必要があります。ただし、Bluetooth®標準規格に適合していて
も、Bluetooth®対応機器の特性と仕様によっては、接続できない、操作方法や表示・動作が
異なるなどの現象が発生する場合があります。
	●使用可能距離について
本機に接続するBluetooth®対応機器は、見通しの良い場所で約10メートル以内で使用して
ください。	 	
周囲の環境や建物の構造などによって、使用可能距離が短くなる可能性があります。

	●本機の使用周波数（2.4GHz帯）は、電子レンジなどの産業・科学・医療機器のほか、
免許を要する工場の製造ラインで使用されている移動体識別用の構内無線局やアマ
チュア無線局、免許を要さない特定小電力無線局などが運用されています。
他の機器との干渉を防止するために、以下の点に十分注意してご使用ください。
１.��本機を使用する前に、近くで無線局が運用されていないことを確認してください。
２.��万一、本機から他の無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合、速やかに
電波の発射を停止し、電波干渉を避けてください。

３.��その他、本機から移動体識別用の特定小電力無線局またはアマチュア無線局に
対して電波干渉の事例が発生した場合など、何かお困りのことが起きたときは、「東
芝エルイートレーディング　サポートセンター」へお問い合わせください。

修理を依頼されるときは

お買い上げの販売店へご相談ください。
販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

東芝エルイートレーディングサポートセンター

FAX  
03-3258-0470（通信料：有料）

0120-28-0488
受付時間：365日  9:00～20:00

・お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談へ
の回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。

・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ
会社や協力会社にお客様の個人情報を提供する場合があ
ります。

保証とアフターサービス 必ずお読みください

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

�⁃ 保証書は、この取扱説明書に記載
されています。
�⁃ 保証書は、必ず「お買い上げ日・
販売店名」などの記入をお確かめ
のうえ、販売店から受け取ってい
ただき、内容をよくお読みの後、
大切に保管してください。
	⁃ 保証期間はお買い上げの日から 1
年間です。

保証書（一体）
�⁃ ワイヤレスイヤホンの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後
6年です。ただし、故障の状況その他の事情により、修理に代えて製
品交換をする場合がありますのでご了承ください。
�⁃ 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

補修用性能部品の保有期間

�⁃ 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は当社
にて引き取らせていただきます。
�⁃ 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

部品について

本書に従って調べていただき、なお異常があるときは、使用を中止し、お買い上げの販売店に
ご連絡ください。
�⁃ 本機は国内専用です。国外での使用に対するサービスは対応できかねますので、ご了承ください。

持込修理品

■保証期間中は
保証書の規定に従って、販売店が修理させていた
だきます。なお、修理に際しましては、保証書を
ご提示ください。
■保証期間が過ぎているときは
保証期間経過後の修理については、お買い上げの
販売店にご相談ください。修理すれば使用できる
場合は、ご希望によって有料で修理させていただ
きます。

■修理料金のしくみ

修理料金は技術料・部品代などで構成され
ています。

技術料 故障した商品を正常に修復するため
の料金です。

部品代 修理に使用した部品代です。

便利メモ お買い上げ日 　　年　　月　　日 お買い上げ店名 　　　　　　　電話　　　（　　		　）　　　

図記号の説明

禁	止

してはいけないこと（禁止）
を示します。

指	示

しなければならないこと
（指示）を示します。

表示の説明
“死亡または重傷を負うこ
とが想定されること”を示
します。

“軽傷を負うことが想定さ
れるか、または物的損害の
発生が想定されること”を
示します。

安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するための安全に関する重要
な内容を記載しています。次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、
記載事項をお守りください。

もし異常が起こったら

指		示

異常・故障時には、すぐに使用を中止する
（異常・故障例）
・�内部に水や異物が入った　・本体に変形や破損した部分がある
火災・感電の原因となります。
すぐに使用を中止し、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

ご使用について

禁		止

交通安全のために、運転中は使用しない
・��自転車やバイク、自動車などの運転中に、絶対に使わないでください。周囲の音が聞こえにくく、
交通事故の原因となります。

・��運転中以外でも、踏切や駅のホーム、車の通る道、工事現場など、周囲の音が聞こえないと危
険な場所では使わないでください。
USBケーブルは付属のもの以外を使用しない
傷んだUSBケーブルやUSBコネクターは使わない
USBケーブルを傷つけない、加熱しない、引っ張らない、重いものを載せない、
はさみ込まない、無理に曲げない、ねじらない、束ねない
・�破損し、火災や感電の原因となります。
子供だけで使わせたり、乳幼児の手の届くところで使わない

指		示

USBケーブルのコネクターはパソコンのUSBコネクター差込口の奥
までしっかり差し込む
USBケーブルを引き抜くときは、USBコネクターを持って引き抜く
・�USB�ケーブルを引っ張らないでください。火災・感電の原因となります。

禁		止

製品をふりまわさない
・�けがや事故の原因となります。
分解・修理・改造はしない
・�故障の原因となります。修理はお買い上げの販売店にご依頼ください。
幼児の手の届く場所に置かない
・�イヤーピースを誤って飲み込んだり、けがなどの原因となります。
落としたり、踏んづけたりなどの強い衝撃を与えないでください。
故障の原因となります。
使用時は、音量を上げすぎない
・��耳を刺激するような大きい音量で長時間聞き続けると、聴力障害の原因となります。
水滴や水しぶきのかかるところに置かない
花瓶など液体の入ったものを本機の上に置かない
本機の上にのったり、上に重いものを置いたりしない
長時間、音が歪んだ状態で使わない
・�故障・火災・けがなどの原因となります。

指		示

歩行中に使用する場合は、外部の音が十分聴き取れるまで音量を下げる
・�交通事故の原因となります。

設置について

禁		止

次のような場所には置いたり、使用しない
・��雨天時の屋外や浴室、洗面台、台所の流し、プールの近く、その他の水がかかったり、湿気の
ある場所

・�直射日光の当たる場所、火のそば、暖房機器のそばなどの高温の場所
・�炎天下の自動車内など高温（60ºC�以上）になる場所
・�調理場など油煙や湯気のあたる場所　・ホコリの多い場所
・��腐食性ガス（亜硫酸ガス、硫化水素、塩素ガス、アンモニアなど）の発生する場所・極端に高
温、低温、温度変化の激しい場所

・�ぐらつく台の上や傾いた所など、振動の強い、不安定な場所
故障・火災・感電の原因となります。
・�病院内や医療用電気機器のある場所
・�自動ドア、火災報知機などの自動制御機器の近く
・�心臓ペースメーカーを装着している方は装着部から22cm�以内
本機からの電波の影響で、誤作動による事故の原因となります。

仕様

イヤホン部および充電ケース部
型式 ダイナミック型
ドライバーユニット φ6mm
再生周波数帯域 20Hz ～ 20kHz
インピーダンス 32Ω
最大入力 5mW
音圧感度 102dB/1kHz
イヤホンバッテリー 50mAh�リチウムイオンバッテリー
充電ケースバッテリー 600mAh�リチウムポリマーバッテリー
充電時間 約2.5 時間
最大使用時間 約4時間（充電ケース併用時約２５時間）
充電端子（ケース） microUSB端子

質量 イヤホン� 約 4.8 ｇｘ２
充電ケース� 約６５ｇ

付属品 保証書付取扱説明書、イヤーピース（S、M、L�各 1セット、出荷時M�サイズ装
着済み）、充電用ケーブル

Bluetooth® 部
バージョン Ver�5.0+EDR　対応プロファイル�A2DP、AVRCP、HFP、HSP
見通し通信距離 約10m
仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

お手入れのしかた
やわらかい布で汚れを軽くふき取ってください。汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤にひたした
布をよく絞ってふき取り、乾いた布で仕上げてください。
	●ベンジン、シンナーなどは使用しないでください。

免責事項について
●		地震・雷・風水害および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その
他の事故・お客様の故意または過失、誤用、その他の異常な条件下での使
用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

●		取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は
一切責任を負いません。

本製品(RZE-ABT950）は、イヤホンと専用充電ケースで構成されます。イヤホンの充電は専用充電ケー
スをご使用ください。

内蔵充電池（リチウムイオン電池）について

禁		止

内蔵充電池をショートさせたり、分解したり、切断したりしない
内蔵充電池の交換はお客様ご自身で行わない
・�感電や故障の原因となります。
気温が0ºC以下、または40ºC	を超える環境では、電池を充電しない
内蔵充電池は指定された充電時間（3	時間）以内に完全に充電されない場合は、
それ以上充電を続けない
・��過充電により、充電池の高温化、破裂、発火のおそれがあります。もし、液に触れたときは、
水でよく洗い流し医師に相談してください。

・�器具についた場合は、液に直接触れないで拭き取ってください。

使用上のお願い
バッテリーの過放電について
�⁃本製品を長期間使用しないと、内蔵の充電式電池が自己放電により過放電状態となり、充電
容量が低下したり、充電ができなくなったりすることがあります。�本製品を長時間使用しな
い場合でも、1年に1回か2回は、3時間程度充電してください。

取り扱いに関すること
�⁃本機を使用中に気分が悪くなった場合は、すぐに使用を中止してください。
�⁃本機を水がかかるところ、湿気やホコリの多い場所、油煙や湯気の当たるところ、暖房器具
のそばや直射日光の当たる場所に置かないでください。
�⁃本機を車の中など、高温になる場所への放置を行わないでください。
�⁃殺虫剤や揮発性のものをかけないでください。また、ゴムやビニール製品などを長時間接触
させないでください。変色したり、塗料がはげるなどの原因となります。

静電気に関するご注意
�⁃ヘッドホンの装着時に、静電気によるパッチという音や刺激を感じることがあります。静電
気の発生しやすい乾燥した季節や場所には、化繊の衣服を避けたり、帯電防止リングなどを
使用すると軽減されます。

お手入れに関すること
�⁃本体は、乾いた柔らかい布でからぶきしてください。
�⁃イヤーピースが汚れたら本機からはずして、薄めた中性洗剤で手洗いしてください。洗った
後は水気をよくふいてから取り付けてください。
�⁃ベンジンやシンナーなどの有機溶剤は絶対に使用しないでください。本体の表面が変質する
原因となります。

形  名

ワイヤレスイヤホン
取扱説明書

RZE-ABT950

日本国内専用
Use only in Japan

 ⁃このたびはワイヤレスイヤホンをお買い上げいただきまして、まことにありがとうござ
いました。
 ⁃この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよ
くお読みになり十分に理解してください。
 ⁃お読みになった後は、必要なときすぐに取り出せるように大切に保管してください。

保証書付
 ⁃ 保証書はこの取扱説明書についていますので、お買い上げ日、販売店名などの記入
をお確かめください。
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ワイヤレスイヤホン保証書持込修理品

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの記
載内容にそった正しいご使用のもとで、保証期
間中に故障した場合に、本書記載内容にそって
無料修理をさせていただくことをお約束するも
のです。
保証期間中に故障が発生したときは、本書と商
品をご持参のうえ、お買い上げの販売店に修理
をご依頼ください。
修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部
品を使用することがあります。
★印欄に記入がないときは無効です。本書をお
受け取りの際は必ず記入をご確認ください。
また本書は再発行しませんので紛失しないよう
に大切に保管してください。
1.	保証期間内でも次の場合には有料修理にな
ります。
（イ）	誤ったご使用や不当な修理・改造で生

じた故障、損傷。
（ロ）	お買い上げ後の落下や輸送などで生じ

た故障、損傷。
（ハ）	火災、天災地変（地震、風水害、落雷

など）、塩害、ガス害、異常電圧で生
じた故障、損傷。

（ニ）本書のご提示がない場合。
（ホ）	本書にお買い上げ年月日、お客様名、

販売店名の記入のない場合、あるいは
字句が書き換えられた場合。

（ヘ）	一般家庭用以外（たとえば業務用など）
に使用された場合の故障、損傷。

2.	出張修理を行った場合には出張に要する実
費を申し受けます。

3.	修理のために取りはずした部品は、特段の
お申し出がない場合は当社で引き取らせて
いただきます。

4.	本書は日本国内においてのみ有効です。
	 This	warranty	is	valid	only	in	Japan.
5.	ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店
にご相談ください。

6.	ご贈答品などで本保証書に記入してあるお
買い上げの販売店に修理がご依頼できない
場合には、東芝エルイートレーディングサ
ポートセンターへご相談ください。

※	この保証書は、本書に明示
した期間、条件のもとにお
いて無料修理をお約束する
ものです。したがってこの
保証書によって保証書を発
行している者（保証責任者）、
およびそれ以外の事業者に
対するお客様の法律上の権
利を制限するものではあり
ません。

※	保証期間経過後の修理、補
修用性能部品の保有期間に
ついて詳しくは取扱説明書
をご覧ください。

・	保証書にご記入いただいたお客様の住所・氏名などの個人情報は、保証期間内のサービス活動およびその
後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

・	修理のために、当社から修理委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がござ
いますが、個人情報保護法および当社と同様の個人情報保護規程を遵守させますので、ご了承ください。
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このような
症状はあり
ませんか。

長年ご使用の機器の点検をぜひ !

○�煙が出る
○�変な臭いがする
○�その他の異常や故障がある

故障や事故防止のため、使用
を中止し、必ずお買い上げの
販売店に点検・修理をご相談
ください。

ご使用
中　止

愛情点検
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電源をオン /オフする

各部のなまえ

付属品

・イヤーピース（S、M、L	各 1セット）
　※出荷時Mサイズ装着済み
・充電用ケーブル

保証書付取扱説明書

イヤホンを装着する
イヤーピースを交換する
イヤホンの効果を最大限に発揮するために、周囲の音が最も聞こえなくなる、遮音性の高い
イヤーピースを選んで交換してください。
お買い上げ時には、Mサイズのイヤーピースが左右に装着されています。

■イヤーピースを外す。

1 イヤホンを片手で押さえ、もう一方の手でイヤーピースを軸ごとねじりながらは
ずします。
･ イヤーピースの端をつまんで引っ張らないでください。

■イヤーピースを取り付ける。

1 イヤホンの突起部分にイヤーピースをしっかり押し込んで、簡単に外れないこと
を確認してください。
･ イヤーピースを奥までしっかり押し込んでください。斜めに取り付けないでください。

イヤホンを装着する

1 イヤホンの左右（L/R）を確認し、イヤーピースが耳の奥におさまるようにしっかり
と装着する

タッチセンサーについて
イヤホンは、ファンクションボタンをタッチして、再生や通話、音量の切り替えなどを操作
します。
ファンクションボタンをタッチするときは、親指と中指でイヤホンを支えながら、人差し指
でタッチしてください。�
ファンクションボタンをタッチした数だけタッチトーンが聞こえます。

充電する
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①イヤホンLED
②イヤホン(L)
③イヤーピース（S・M・L）
④ファンクションボタン(タッチセンサー式)
⑤イヤホン収納部

⑥イヤホン(R)
⑦電池残量表示LED
⑧充電ケース
⑨microUSB充電端子(ケース背面)

①

⑨

③

④
⑤

⑥

⑧

⑦

②

電池残量表示LED

LED（青） 電池残量

● ● ● 1～25％

〇 ● ● 25～ 50％

〇 〇 ● 50～ 75％

〇 〇 〇 75～100％

〇：青点灯　 ：青点滅　●：消灯

1 充電ケースを充電する
付属の充電用ケーブルで、充電ケースとUSB充電器とを接続する
･ 充電ケースの充電を開始し、充電ケースのLED（青）が点灯します（「電池残量表示LED」の表を
参照）。
･ 充電が完了するとすべてのLED(青)が点灯します。
･ 充電が完了したら充電用ケーブルを外してください。

2 イヤホンを充電する
イヤホンを充電ケースにセットし、充電ケースのふたを閉める
･ イヤホンの充電を開始し、充電ケースのLED(青)が点灯します。
･ イヤホンの充電が完了すると、充電ケースのすべてのLED（青）が消灯します。
･ 充電ケースを充電しながら、イヤホンを充電し、充電ケースとイヤホンの充電が完了すると、
充電ケースのすべてのLED(青)が点灯します。

補足
･ イヤホンと充電ケースの満充電に要する時間は、約2.5時間です。
･ �充電ケースには充電式電池が内蔵されています。充電ケースを充電しておくと、外出先などで電源
がない場合もイヤホンを充電できます。

･ イヤホンの電池残量が少なくなると、イヤホンのLED(赤)が点滅し、「Battery�Low｣メッセージ
でお知らせします。早めに充電してください。

注意
･ 充電ケースの充電ピンあるいはイヤホンの充電端子が汚れているとイヤホンに充電できない場合が
あります。綿棒や軟らかい布で充電ピンあるいは充電端子を拭いて汚れを落としてください。

ペアリングする /Bluetooth® 接続する
イヤホンはマルチペアリングに対応しており、最大10台までBluetooth® 機器とのペアリ
ングを記憶できます。

1台目の機器とペアリングする

1 イヤホンを充電ケースに入れた状態で、ふたを開ける
･ 電源がオンします。

2 イヤホンのLEDが次の状態になるまで数秒待つ
片側のイヤホンは赤と青が交互に点滅、もう一方のイヤホンは青がゆっくり点滅
･ ペアリングの待機状態になります。

3 イヤホン（L側／R側）を取り出し、装着する
･ 必ずL側とR側の両方を装着してください。

4 イヤホンと接続する相手機器のユーザーマニュア
ルの指示に従って、相手機器でBluetooth®を
ONにし、イヤホンを検索する
･「RZE-ABT950」が表示されたら、選択してペアリング
してください。
･ ペアリングが完了するとイヤホンから「Connected」の
メッセージが聞こえ、イヤホンのLEDが青色にゆっくり
点滅します。

2台目以降の機器とペアリングする

1 イヤホンとペアリングしたすべての機器のBluetooth®設定をOFFにする

2 イヤホンを充電ケースに入れた状態で、ふたを閉める

3 イヤホンと接続する2台目以降の機器のBluetooth®設定をONにする

4 充電ケースのふたを開け、イヤホンのLEDが次の状態になるまで約20秒程度待つ
片側のイヤホンは赤と青が交互に点滅、もう一方のイヤホンは青がゆっくり点滅
･ ペアリングの待機状態になり、自動的にペアリングが始まります。

5 機器側でイヤホンを検索し「RZE-ABT950」が表示されたら選択しペアリングする
･ ペアリングが完了すると、「Connected」のメッセージが聞こえ、イヤホンのLEDが青色にゆ
っくり点滅します。

ペアリング済みの機器とBluetooth®接続する

1 イヤホンを充電ケースに入れ充電ケースのふたを閉めたあと、再度充電ケースの
蓋を開ける

2 接続する機器のBluetooth®設定をONにし、「RZE-ABT950」を選択する
ペアリングが完了すると「Connected」のメッセージが聞こえます。

前回接続していたBluetooth®機器と接続する

1 充電ケースからイヤホンを取り出す
･ 自動的に電源がオンになり、自動的にペアリングします。ペアリングが完了すると「Connected」
のメッセージが聞こえます。

注意
･ イヤホン取り外しの際などに、イヤホン電源オンのままファンクションボタンを触り続けると、携
帯電話とイヤホン、あるいは左右のイヤホン間のペアリング接続が外れたり、動作が不安定になる
場合があります。（イヤホンを手のひらで握ったり、ポケットの中へ入れたりした場合も同様なこと
が起きる可能性があります。）このようなことを防止するため、イヤホンを使用しないときは、充電ケー
スに入れてふたをしめるか、タッチセンサーを長押しして電源をオフしてください。
･ ご使用中に、イヤホンの動作が不安定になったり、左右イヤホンのペアリングが解除され以下のよ
うな状態�になった場合は、次項「イヤホンの初期化」をお試しください。
･ Bluetooth®�設定画面に、“RZE-ABT950”�が２個表示される。
･ 片側のイヤホンしか音が出ない。
･「P2P�ペアリング」という音声が聞こえる。�
初期化を行うとイヤホンがリセットされ工場出荷時の設定に戻り、左右のイヤホン間の再ペアリ
ング接続を行います。

イヤホンの初期化

1 相手機器（携帯電話など）のBluetooth®	設定を解除する
相手機器Bluetooth®の設定から「RZE-ABT950」の登録をすべて削除する。
（イヤホンを充電ケースに入れ、蓋を閉めた状態で行ってください。）

2 イヤホンを初期化する
下記手順に従い、初期化を行う。

2-1 イヤホンを充電ケースに入れる
2-2 充電ケースの蓋を閉めて再度蓋を開ける
2-3 イヤホンLEDが赤と青が交互に点滅していることを確認する

”赤”と”青”交互の点滅がされない場合には、上記「1	相手機器（携帯電話など）の	
Bluetooth®設定を解除する」を確認してください)。

2-4 片側イヤホンを充電ケースから取り出し、タッチセンサーボタンを5秒以上
長押しする
赤LEDが点灯後に消灯し、イヤホンの電源が切れます。

2-5 タッチセンサーボタンを16秒以上押し続ける	
＜16秒間のイヤホンLED表示と動作＞
①	電源が入り、LEDが”青”点灯後、消灯
②	LEDが”赤”と”青”交互に点滅(約1秒周期)
③	LEDが”赤”点灯後、電源が切れる

音楽を聴く
1 イヤホン(L)または(R)のファンクションボタンを1回タッチする

タッチトーンが聞こえ、再生がはじまります。

■その他の操作

補足
･ ファンクションボタンを1回タッチすると1回、2回タッチすると2回、3回タッチすると
3回タッチトーンが聞こえます。

再生を停止する イヤホン(L)または(R)のファンクションボタンを1回タッチする

前の曲を再生する イヤホン(L)のファンクションボタンを2回タッチする

次の曲を再生する イヤホン	(R)のファンクションボタンを2回タッチする

音量を小さくする イヤホン(L)のファンクションボタンを3回タッチする

音量を大きくする イヤホン(R)のファンクションボタンを3回タッチする

通話する
電話を受ける

1 イヤホン(L)または(R)のファンクションボタンを1回タッチする

補足
･ 通話を拒否するには、ファンクションボタンを2秒間押しタッチトーンが2回聞こえたら指
を離すと、通話が拒否されます。

■その他の操作

音量を小さくする イヤホン(L)のファンクションボタンを3回タッチする

音量を大きくする イヤホン(R)のファンクションボタンを3回タッチする

電話を切る

1 イヤホン(L)または(R)のファンクションボタンを1回タッチする

音声コントロール機能を使う
スマートフォンに搭載されている音声コントロールアプリ*を利用して、イヤホンのマイクから音声でス
マートフォンを操作できます。
*	スマートフォンの仕様やアプリのバージョンにより対応しない場合があります。

1 スマートフォンの音声コントロールアプリを有効にする

2 音楽停止中や再生中に、イヤホン(L)	または(R)	のファンクションボタンを2秒
以上タッチし、タッチトーンが2回聞こえたら手を離す
スマートフォンのアプリが起動し、音声コントロール機能を開始するビープ音が聞こえます。

3 音声でスマートフォンを操作する

注意
･ 音声コントロール機能に対応していない機器と接続した場合は動作しません。
･ 音声コントロール機能がオンであることを示すビープ音は、スマートフォン機種によって異なる場
合があります。

電源をオンにする

1 イヤホンを充電ケースに入れた状態で、ふたを開ける
･ 自動的に電源がオンになります。

注意
･ 充電ケースが充電されていないと、自動電源オンできません。

補足
･ 充電ケースからイヤホンを取り出した状態で、電源がオフのとき、ファンクションボタンを２秒以
上長押しすると電源がオンし「Power�ON」メッセージが聞こえます。

電源をオフにする

1 イヤホンを充電ケースに入れ、充電ケースのふたを閉める
･ 自動的に電源がオフになります。

注意
･ 充電ケースが充電されていないと、自動電源オフできません。

補足
･ 充電ケースからイヤホンを取り出した状態で、ファンクションボタンを5秒以上長押しすると電源
がオフし、「Power�OFF」メッセージが聞こえます。

本製品 (RZE-ABT950）は、イヤホンと専用充電ケースで構成されます。

2-6 もう片方のイヤホンも同様に2-3の操作を行う

2-7 両方のイヤホンを充電ケースに入れ、充電ケースの蓋を閉る
2-8 充電ケースの”青”LEDが点灯を確認後、5秒以上待ち蓋を開ける	

蓋を開けるとイヤホンが初期化され、左右イヤホンがペアリングされ、片方のイヤホンが
LEDが”赤”と”青”交互に点滅し、もう片方のイヤホンは”青”LEDがゆっくり点滅します(約
6秒周期)。

3 相手機器（携帯電話など）とイヤホンをペアリング
「2	イヤホンの初期化」終了後に、本取扱説明書の「ペアリングする／Bluetooth®	接続する」を実
行してください。
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