
各部の名称とはたらき

最初にこちらからお読みください。
SEIWA SINC BTR100 Bluetooth AUXレシーバーRM
クイックマニュアル 取扱説明書A

はじめに
※この取扱説明書ではBluetooth対応の携帯電話/スマートフォン/
タブレット/音楽プレーヤーなどを総じて「接続機器」と記載してい
る場合があります。
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お使いになる前に

①本製品をカーオーディオと電源に接続

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

本製品の基本的な操作方法を確認ください。

②携帯電話と本製品をペアリングする
Bluetooth製品は開封後そのままではご使用いただけません。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（ペアリング）して接続することで、
無線通話が可能となります。

③基本操作の説明

※詳しい内容は、取扱説明書Bをご確認ください。
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①カーオーディオへの接続

お車のエンジンをかけてから、3.5mmステレオミニプラグをカーオーディオのAUX
ポート（外部オーディオ入力端子）に接続してください。
※カーオーディオの設定を「AUX入力（外部入力）モード」にする必要がある場合があ
ります。設定方法はカーオーディオの取扱説明書をご覧ください。
※カーオーディオの外部入力端子がコンポジットRCA端子やΦ2.5mmステレオミ
ニプラグ仕様の場合は、変換アダプターが必要となります。別途お買い求めくだ
さい。
USBポートやDC充電器（別売）のUSBポートに接続してください。（1A以上の給電
能力があるものを推奨）
本製品をUSBポートに接続すると電源がオンになり、まもなく自動的にペアリングモ
ードに移行します。

② ペアリング（機器への初期登録）の方法

※ペアリングは接続する端末ごとに設定方法が異なる場合がありますので、設定を行う
前に必ず接続機器の取扱説明書（Bluetoothの項目など）を参照してください。

本製品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ランプが赤青交互に点
滅します（3分間継続）。
約3分の間にペアリングが成功するとLEDランプの赤
青の点滅が終了し、スタンバイモード（待受け待機中）
に移行します。
（→「裏面、基本操作の説明」参照）
ペアリングモード中にペアリングが成功しない場合、
「接続している端末がない状態」に移行します。
（→「裏面、基本操作の説明」参照）

◆付近に同じ製品が複数ある状況下ですと、接続機器側にリストアップされる
[使用できる（ペアリングできる）機器]として、[BTR100]の表示が複数現
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
パソコン、自動ドア、電子レンジなどが多い環境では、検索されにくい場合が
ありますので、場所を変えるなどして何回かペアリングを繰り返しお試しく
ださい。
◆接続機器の機種によっては、はじめにBluetooth設定を「オン」にする必要
があります。
◆一度ペアリングを完了すれば、本製品の電源がオフになってもペアリングの
履歴が残ります。再度本製品の電源がオンになると自動的に接続を行いま
すが、接続機器側でBluetoothを切ったり、接続解除をした場合は自動で
再接続しなかったり、ペアリングの履歴が外れる場合があります。また、機種
によっては接続時に操作が必要な場合があります。

メモ

ペアリングモード
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①本製品と携帯電話（Bluetooth対応機種/電源オン状態）を手元に用意します。エンジンをかけたお車のカーオーディオに本製品の3.5mmステレオミニプラグを接続し、USBプ
ラグをUSBポートに接続します。

②携帯電話の[メニュー]や[アプリケーション一覧]から[設定]を開き、[Bluetooth]の項目を選択し、Bluetoothを「ON」にします。

③本製品の電源がONになった後しばらくすると自動的にペアリングモードになります。（ペアリングモード中はLEDランプの赤青交互点滅が約3分間継続）
※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 ： 「メニュー」→「設定」→「Bluetooth」→「BluetoothをON」→「周辺デバイス検索(サーチ/更新）」）

④携帯電話の画面にリスト（Android…[使用可能な機器リスト]など、iPhone…[その他のリスト]など）が表示され、検索が終わるまで待つと「BTR100」がリストアップされます。
※機種や周辺環境により「BTR100」がリストアップされるまでに時間がかかる場合があります。

⑥数秒待って認証が成功すると、本製品のLEDランプの点滅が終了して常時点灯となり、ペアリングが完了します。
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。

※スマートフォン以外の接続機器の場合では、ペアリング登録の後で別途手動で接続を行う場合があります。その場合はHFP（ハンズフリー接続）で接続してください。
※ペアリングに失敗した場合は、もう一度ペアリングモードにして、登録をお試しください。

⑤表示された「BTR100」をタップ（選択）します。
※接続機器によってはPINキー入力を求められる場合があるので、その場合パスキー「0000（ゼロを4つ）」を入力します。（プロファイル登録は「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」を入力を求められる機種があります。この場合は予めお客様が接続機器に登録した暗証番号を入力してください。

携
帯
電
話 ペ

ア
リ
ン
グ
完
了

手順① 手順② 手順③ 手順④ 手順⑤ 手順⑥

本
製
品

ペアリングの手順（一般的な携帯電話/スマートフォンの場合）※パスキー入力は一部の機種のみ必要です。

電源オン状態

Bluetooth
周辺機器検索

設定からBluetooth選択
BluetoothをONにする

ペアリング済み機器
リストで[接続]の表示

※接続機器に以前登録してご使用になっていたBluetooth機種がある時、接続機器のペアリング登録リストから、その機種の登録を削除することを推奨致します。

※音楽再生/TV音声出力をする場合はアドバンスド・オーディオ・ディストリビューション・プロファイル（A2DP）にも接続していることを確認してください。
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電子音 「ピポパポ」

スピーカーから着信音が聞こえたら、メインスイッチを1回押すと接続機器を触らず
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

終話操作をすると電話が切れます。その後、スタンバイモード（待受け待
機中）になります。

スイッチを押し続けると音量が段階的に変化します。
「＜」スイッチで音量が小さく、「＞」スイッチで音量が大きくなります。
最小または最大音量になると電子音が鳴ります。

終話 （電話を切る） → （通話中） メインスイッチを短く1回押し

メモ
※7

③ 基本操作の説明

着信
着信中はスピーカーから着信音や音声案内が聞こえます。
※一部、携帯電話側で設定が必要な場合があります。
※着信音を変更することはできません。

→ （通話及び再生中） 「＜」または「＞」スイッチを2秒以上長押し

メモ
※6

音量調節

メモ
※8

電源オンの状態で、ペアリング済みの接続機器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。携帯電話側でもBluetoothの項目で接続は確認できます。

スタンバイモード（待受け待機中） → 【LED】青点灯

→ 青5秒に2回点滅スタンバイモード（接続している端末がない状態）

ペアリングされていない初期状態  → 【LED】赤青交互点滅（約3分間継続）

青LEDが常時点灯状態でない場合、電源オンの状態ですが、本製品とペ
アリング登録した接続機器との接続・通信が確立されていません。接続機
器側の画面、設定でBluetooth機器との接続状況をご確認ください。

本書記載のペアリングの方法をご確認になり、接続機器とペアリングを行ってくだ
さい。

メモ
※4
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メモ
※5

まだご使用になれません

まだご使用になれません

ご使用になれます

LEDランプが青く2回点滅して、電源がオンになります。
すでに一度ペアリング登録済みの接続機器が見通し10m以内にあっ
て、Bluetoothを起動している状態であれば、電源を入れるたびに自動
接続を試行します。

電源をオンにする → USB電源に接続すると、電源が自動オンになる
メモ

※1：一度ペアリングをした後は、電源がオンになるた
びに接続機器を自動的に認識/接続してスタンバ
イモード（待受け待機中）になります。

※2：自動接続しない場合は接続機器側の画面操作で
再接続してください。

※3：本製品の電源がオフになると接続機器との接続
が切れますが、ペアリングした接続機器とのペア
リング履歴は残ります。（最大8台分のマルチペ
アリング 機能）

※4：接続機器の機種やバージョンによっては自動認識
されず、接続機器側でBluetooth機器の接続設
定を必要としたり、再度ペアリングが必要となる
場合があります。詳しくは接続機器の取扱説明書
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、ご使用になる前に接続機
器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。それでも接続できないときは、接続機
器のBluetooth登録機器リストから「BTR100」
を一度削除し、再度ペアリングをお試しください。

※5：本製品の電源オン後の自動接続に失敗したり、接
続機器との接続が切れた場合も、このモードにな
ります。

※6：本製品を使用中でも、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（携帯電話本体で音声出力先を選んでくだ
さい）。

※7：本製品を使用中でも、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。

※8：カーオーディオ側の音量設定と合わせて適切な
音量バランスに調整してください。

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

1回

1回

2秒以上

↓


