
お使いになる前に

①本製品を充電する

お買い求めいただいた後、ご使用前に必ずやっていただくこと

本製品イヤホンは約70％以上の充電状態で工場を出荷しておりますが、ご使
用の前にイヤホンを一度満充電にしてお使いください。　

本製品の基本的な操作方法を説明します。

②お手持ちの携帯電話やスマートフォンと本製品イヤホン
　をペアリングする
本製品イヤホンはそのままではご使用いただけません。お手持ちの携帯電話
やスマートフォンと、本製品をお互いに登録設定し接続すること（ペアリング）
で、無線接続しての通話が可能となります。

③基本操作の説明

① 本製品を充電する

② ペアリング（機器への初期登録）の方法

各部の名称とはたらき

[お車のアクセサリーソケット]

I. LEDランプ 
[イヤホン本体]

[DCプラグ]

[イヤホン本体]

1

DCプラグ部にイヤホン本体を右図の向きでまっすぐに奥までイヤホン本体を差し
込んでください（正常にセットされると、DCプラグのLEDランプが赤点灯になり、
イヤホンへの充電を開始します。

2

DCプラグの赤色LEDランプが青色点灯に変わったら充電完了です。3

充電をはじめる前に必ずお読みください
■充電には、必ず付属のDCプラグを使用してください。
■充電時間は約2時間（本体の充電池残量によってはじめの充電時間は異なり
ます）。
■充電が完了すると、DCプラグのLEDランプの赤色LED点灯が青色LED点
灯に変わります。
■DCプラグにイヤホンが正常にセットされていない場合DCプラグのLEDが、
赤青の交互点滅になります。その場合は、イヤホンをもう一度セットしなおし
てください。
■イヤホンがDCプラグから外されている時もDCプラグのLEDは赤・青の交互
点滅します。
■DCプラグのUSBポートからUSBケーブルでの接続しての事故や使用上の
不具合に関しては当社は責任を負えません。

お車のエンジンを掛けた後、DCプラグをアクセサリーソケットに挿し込んでくだ
さい（DCプラグのLEDランプが赤・青交互に点滅します）。

●イヤホンを長期間使用していなかったり、充電池が完全放電した状態では、LEDインジ
ケーターやLEDランプが点灯するまで時間がかかる場合があります（数分かかる場合も
あります）。

●イヤホンを充電する状態にすると、イヤホンの電源は自動的にオフになり、携帯電話との
接続が外れます。DCプラグからイヤホンを部を外すと、電源が自動でオンになります。ま
た、工場出荷時では電源ONの後、自動でペアリング待機モード（イヤホン部LEDインジ
ケータが赤・青交互点滅になります）。

B. LEDインジケーター
（電源を入れると光ります）

A. メインスイッチ

H. USB充電用ポート

名称

A. メインスイッチ

B. LEDインジケーター

C. 充電池 （内蔵）

D. マイク

E. 充電端子

F. スピーカー

G.イヤーピース

H. USB充電用ポート

I. LEDランプ

J. 充電端子

機能・説明

主に 電源、通話操作、ペアリング などに使用します。

青色と赤色のLEDを内蔵。イヤホンの状態を表示します。

リチウムポリマー電池。 (充電池の交換はできません)

通話用マイクです。

DC充電器の充電プラグを接続します。 

通話用スピーカーです。操作確認のメロディやビープ音、
各種音声案内なども発します。

交換可能です（サイズはS・M・Lの3つ）。

USBケーブルを挿してスマートフォンなどを充電可能です。

※充電用USBケーブルは付属していません。

イヤホンへの充電状態をLEDで表示します。

イヤホン充電用の端子です。

こちらからお読みください。

BT800クイックマニュアル 取扱説明書A

●本書ではボタンの押し方を以下のように矢印で示しています。

例） 例） 例）短く1回押す 約4秒間長押しする連続で2回押す
短く押す 長押しする短く連続で押す

2 4秒

はじめに
※本製品はBluetooth対応の携帯電話/スマートフォンなどにお使いいただけ
ますが、本書の中では接続機器を「携帯電話」と記載しております。

※ペアリングは接続する機種ごとに設定方法が異なりますので、設定を行う前に必ず接
続する携帯電話の取扱説明書（Bluetoothの項目など）を参照してください。
※このクイックガイドでペアリングの仕方がわからない場合は「取扱説明書B」表面の代
表的なペアリング手順を参照してください。

イヤホンをはじめてご使用になる場合、接続する携帯電話やスマートフォンとペア
リングを行ってください。

ペアリングモードになるとLEDインジケーターが赤・青
交互点滅（約2分間継続）します。
指を離して2分以内に携帯電話機とのペアリングを行っ
てください。
ペアリングが成功するとLEDインジケーターが数回青
点滅し、その後スタンバイモード（接続完了・・・約5秒間隔
の青2回点滅）になります。（→「裏面、基本操作」参照）
ペアリングモード中にペアリングが成功しなかった場合
や、認証に失敗した場合などは、スタンバイモード（未
接続・・・青LED点滅）になります。
（→「裏面、基本操作」参照）

ペアリングモードにする（ペアリング履歴あり） → （電源オフ状態から） メインスイッチを約4秒間長押し

メインスイッチ
電源オン

◆付近に同じ製品が複数ある状況下ですと、「BT800」が複数表示されることがあ
ります。また、周辺に他のBluetooth機器やワイヤレス接続のPCなどが多い環
境では、検索されにくい場合があります。その場合は何回か繰り返しお試しくださ
い。ペアリングが成功しなかった場合は、再度ペアリングを試みると成功する場合
があります。
◆接続する携帯電話の機種によっては、はじめにBluetooth設定を「オン」に設定
する必要があります。
◆一度ペアリングを完了すれば、基本的にイヤホンの電源をオフにしてもペアリン
グの履歴が残ります。電源をオフにした後、再度電源をオンにすると自動的に接
続を行います。（機種によっては、ペアリング済みの機器を「Bluetooth接続待
ち」などの状態にしたり、接続時に操作が必要な場合があります。）
◆本製品は8台までの携帯電話機とのペアリング履歴を記憶できます（8台の携帯
電話とイヤホンを同時に接続できるわけではありません。）。
※携帯電話によってはマルチペアリング（履歴の登録）に対応していない場合があ
ります。

メモ

※詳しい説明は、取扱説明書Bをご確認ください。

赤/青 交互点滅
ペアリングモード

G.イヤーピース D. マイクC. 充電池 （内蔵）

4秒

E. 充電端子

J. 充電端子

F. スピーカー

DCプラグにイヤホンを一旦差し込んで、もう一度外すと、
イヤホンのメインスイッチを押さなくても自動的に電源は
オンになります。



③ 基本操作

①イヤホン（電源オフ状態）と携帯電話（Bluetooth対応機種/電源オン状態）を手元（0.5m以内）に準備します。
②携帯電話のメニューからBluetoothを選択します。
　イヤホンのメインスイッチを4秒間長押ししてください。LEDインジケーターが赤/青交互点滅してペアリングモードになりますので指を離してください。耳に装着していた場合
は、2秒で「パワーオン」そのまま2秒押し続けると「ペアリング」とイヤホンのスピーカーから音声が聞こえます。

③イヤホンのペアリングモード（LEDインジケーターが赤/青交互点滅）は約120秒間継続します。（以下手順⑥までをペアリングモード中に完了してください。）
　携帯電話で周辺機器の検索（サーチ）をします。（例 ： 「Bluetooth」→「ON/OFF設定」→「周辺デバイス検索」・「サーチ」など）

④携帯電話の画面に表示された検索リストの中から、本機「BT800」を選択します。

⑤携帯電話でパスキー「0000（ゼロを4つ）」を入力します。（携帯電話側でプロファイル登録が必要な場合は「ハンズフリー」で行ってください。）
　パスキー入力前に「携帯電話の端末暗証番号」を入力する機種があります。端末の暗証番号とパスキーは異なりますのでご注意ください。端末の暗証番号は、あらかじめ決めら
れた番号もしくはお客様が設定した番号です。詳しくは携帯電話の取扱説明書をご確認ください。（※携帯電話の機種によってはパスキーの入力が必要ない場合もあります。）

⑥イヤホンのLEDインジケーターが5秒毎に2回青色点滅するようになり、ペアリングが完了します（失敗した場合はLEDインジケーターが断続的に青色点滅）。 
　携帯電話の画面には「接続」「ペアリング成功」「登録完了」などの表示が出て、Bluetoothアイコンなどが接続中の表示に変わります。
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（ゼロを4つ） LEDインジケーターが
青色で5秒毎に2回点滅
するようになり、
スタンバイモードへ

4秒間
長押し

※1：一度ペアリングをした後は、イヤホンの電源を入
れると、携帯電話を自動的に認識/接続してスタ
ンバイモード（接続完了状態）になります（自動
で認識/接続しない場合は、メインスイッチを一
度押してください。再接続が試行され、接続でき
る場合があります）。

※2：接続しない場合は携帯電話機側で再接続してく
ださい。

※3：DCプラグにイヤホンを一旦差し込んでもう一
　　度外すと、イヤホンのメインスイッチを押さなく
　　ても自動的に電源はオンになります。
※4：携帯電話の機種やバージョンによっては自動認

識されず、携帯電話側でBluetooth機器の接続
設定が必要になる場合があります。詳しくは携
帯電話の取扱説明書をご確認ください。本製品
をペアリング後、長期間使用していない場合は
ご使用になる前に携帯電話の接続機器リストよ
り本製品を接続しなおしてください（※ペアリン
グではありません）。それでも接続できないとき
は、携帯電話のBluetooth登録機器リストから
「BT800」を削除し、イヤホンの電源を切って
満充電まで充電した後、再度ペアリングするかリ
セットをお試しください。

※5：イヤホンの電源オン後の自動接続に失敗したり、
携帯電話との接続が切れると、このモードになり
ます。

※6：イヤホンの電源をオフにすると携帯電話との接
続が切れますが、ペアリングした携帯電話との
ペアリング履歴は残ります。（最大8台分のペア
リング履歴を記憶するマルチペアリング機能）

※7：イヤホンを装着（使用）した状態でも、携帯電話
を通常操作（通話ボタンを押すなど）して電話を
受けることもできます（携帯電話本体での通話
となりますので、その後通話をイヤホンに切り替
えてください）。

※8：イヤホンを装着（使用）した状態でも、携帯電話
を通常操作（終話ボタンを押すなど）して電話を
切ることもできます。

※9：音量の調整は携帯電話で行ってください。

取扱説明書Bも
必ずお読みください

左※印に対しての注意点

着信中はスピーカーから着信音が聞こえます。着信応答操作をするとイヤホンのスピーカ
ーからビープ音が聞こえ、電話を受けることができます。

着信応答（電話を受ける）/通話 → （着信中） メインスイッチを短く1回押し

4秒間長押ししてビープ音が聞こえてからすぐに指を離すと着信拒否します。
※ビープ音がなったまま指を離さずにおくと、携帯電話との接続が切れたり、イヤホンの電
源が切れてしまいますのでご注意ください。

着信拒否 → （着信中） メインスイッチを約4秒間長押し

通話が携帯電話へ切り替わります。その後の通話及び操作（終話など）は携帯電話にて行っ
てください。
携帯電話からイヤホンへの通話に戻す時は、同じように2秒長押しして、ビープ音が鳴ったら
指を離してください。
※シャープ製の携帯電話との接続では、端末側で「常にハンズフリー」設定をONにすると、
イヤホンからの切り替え操作をしなくても良い場合があります。

イヤホンと携帯電話の通話切り替え → （通話中） メインスイッチを約2秒間長押し

ラストナンバーリダイヤルする → （スタンバイモード中） メインスイッチを短く2回押し

終話操作をするとイヤホンのスピーカーからビープ音が聞こえ、電話が切れます。その後、
スタンバイモード（接続）になります。

終話 （電話を切る） → （通話中） メインスイッチを短く1回押し

LEDインジケーターが2回以上青点滅して、電源がオンになります。
その後スタンバイモードになり、ペアリング済みの携帯電話と自動接続を試行します。

電源オン（電源を入れる） → （電源オフ状態から） メインスイッチを約2秒間長押し
2秒

電源オンの状態で、ペアリング済みの携帯電話との接続がされている
状態です。自動接続が完了するとこの状態になり、通話などの操作が可
能になります。

スタンバイモード（自動接続完了） → 【LED】約5秒間隔で青2回点滅

LEDインジケーターが2回赤点滅した後消灯して、電源がオフになります。
※ペアリングモード中に電源をオフにすると、LED赤の点滅がわかりにくい場合があ
ります。

電源オンの状態ですが、イヤホンと携帯電話との接続ができていない
状態です。この状態では通話はできません。

電源オフ（電源を切る） → （電源オン状態から） メインスイッチを約6秒間長押し

スタンバイモード（未接続） → 【LED】青点滅

メモ

※1
※2
※3

メモ
※4

メモ
※5

メモ
※6

メモ
※7

メモ
※8

通話できます

通話できません

電源がオンで携帯電話と接続中にメインスイッチを短く2回押すと、最後に掛けた番号に
再発信します。

1
BEEP

1
BEEP

1
BEEP

1
BEEP

ペアリングモードになるとLEDインジケーターが赤青交互点滅（約120秒間継続）します。
耳に装着していた場合はスピーカーから「ペアリング」と音声が聞こえます。
※4秒経たずに指を離すと、電源オンになってしまいますので、ご注意願います。

ペアリングモードにする → （電源オフ状態から） メインスイッチを約4秒間長押し

6秒

4秒

電源オフ状態 電源オン

ペアリングモード
LEDインジケーター
が赤/青交互点滅

120秒間

2

4 秒

2秒

音声案内
「Power on」

音声案内
「Connected」

音声案内
「Power off」

音声案内
「Pairing」

音声案内
「Last number

redial」


