操作音／音声ガイダンスについて
以下のとき、操作音、
または英語の音声ガイダンスが流れます。
・ 電源を入れたとき：
「ピッピッ」
・ 電源を切ったとき：
「ピー」
・ 電池の残量が低下したとき：
「Battery low」
（繰り返し流れます）
・ 本機音量ボタンで音量を最大にしたとき：
「ピピピ」
・ 本機音量ボタンで音量を最小にしたとき：
「ピピピ」
・ ペアリングモードにしたとき：
「Ready to pair」

Bluetooth接続する
はじめてペアリング
（機器登録）
する
はじめて本機をスマートフォンなどのBluetooth機器と接続するときや、
新しいBluetooth
機器と接続するときはペアリング
（機器登録）
を行います。

① 本機の電源が切れている状態で
（電源ランプ消灯）
（電源）
ボタンを3秒以上押す。

・ ペアリングが成功したとき：
「Pairing completed」
・ ペアリングが失敗したとき：
「Pairing not completed」
・ Bluetooth機器接続したとき：
「Device connected」
・ Bluetooth機器接続が切断したとき：
「Device disconnected」

青ランプが速く点滅し、
「ピッピッ」
という音の後に
「Ready to pair」
と音声ガイダンスが流れ、本機はペアリングモードになります。

・ 電話が着信したとき：
「Incoming call」
・ 通話を拒否したとき：
「Call rejected」

② スマートフォンやパソコン、Bluetoothオーディオ送信機などを
操作し、本機を登録してBluetooth接続する。

充電する

下記の操作は一例です。詳しくはお使いの機器の取扱説明書をご覧ください。

はじめて本機を使用する場合は、
まず充電してください。

earsopen®
HA-5 CL-1002

① 本機の充電口のふたを開け、充電端子に付属のマイクロ
USBケーブル
（端子小）
をつなぐ。

Androidの場合

［設定］

② AC電源アダプターとマイクロUSBケーブル
（端子大）
をつなぐ。

簡単操作ガイド

③ コンセントに接続し充電する。

お買い上げいただき、
誠にありがとうございます。
ご使用前に必ず本書と
「取扱説明書」
を
よくお読みの上、
正しくお取り扱いください。
本書をお読みになったあとは、
いつでも見られるところに必ず保管してください。

［Bluetooth］
をタップ

［OFF］
をタップして
［ON］
に

［EO HA-5 CL］
をタップ
パスキーを要求された
場合は0000を入力
してください。

ペアリングが完了し、音声ガイダンスが流れ、青ランプが点灯します。

充電中：点灯（赤）
充電完了：消灯
充電時間：約1.5時間

箱の中身を確認する

iPhoneの場合

［設定］

【ご注意】
・充電完了後はマイクロUSBケーブルを外し、充電口のふたを閉めて、
水やほこりが入らないようにしてください。

本体
（1）

イヤホン
（2）

イヤーピース
（3種×２）
*1、*2

クリップパッド
（2種×２）
*1、*2

イヤホンを本機に取り付ける
イヤホンのR（右）
を本体のR（右）
に、
イヤホンのL（左）
を本体のL（左）
に取り付ける。

［Bluetooth］
をタップ

［OFF］
をタップして
［ON］
に

earsopen®

BT-5 CL-1002/HA-5 CL-1002/HA-5S CL-1002

R
充電用マイクロ
USBケーブル
（１）
*2
*1
*2

AC電源アダプター
（1）
*2

キャリングポーチ
（1）

L

ペアリングが完了し、音声ガイダンスが流れ、青ランプが点灯します。

パソコンの場合
本機はBluetooth機能があるパソコンと接続することもできます。接続について詳し
くは、
パソコンの取扱説明書をご覧ください。ペアリングが完了すると、青ランプが点灯
します。

各部の名称

【ポイント】

電源（青）
ランプの状態
【点灯】電源オン/Bluetooth®
接続完了
電源ランプ
【遅い点滅】Bluetooth接続待ち
（再生/通話）ボタン
【早い点滅】ペアリング
（機器登録）
通話用マイク
待ち
＋（音量）ボタン
【消灯】電源オフ
−（音量）ボタン

・本機は、最大８台のBluetooth機器をペアリングすることができます。

（電源）ボタン

電源（赤）
ランプの状態

Ⓛ (左)
Ⓡ (右)

イヤホン接続端子

パスキーを要求された
場合は0000を入力
してください。

・取扱説明書/保証書
（1）
・簡単操作ガイド
（1）

1種類はイヤホンに装着済みです。
キャリングポーチの中に入っています。

集音用
マイク

［EO HA-5 CL］
をタップ

充電口

【点灯】充電中
【点滅】
バッテリー残量低下
【消灯】充電完了

【ご注意】
・イヤホンの取り付け、取り外しは、本機の電源が切れている状態で行ってください。

ペアリング済みの機器と接続する
・一度ペアリングを行うと、本機は接続機器の情報を記憶します。
・次回以降ペアリング済みの機器のBluetoothを有効
（オン）
にし、
本機
の電源を入れると自動でBluetooth接続します。
・機器によっては自動で接続されない場合があります。

本機を装着する

故障かなと思ったら

テレビなどの音を聞く
※市販のBluetoothオーディオ送信機が必要です。下記の操作はテレビの一例です。

ネックバンドの装着
本体を肩に載せ、左の肩に操作
ボタンやランプがくるように装
着する。

① テレビの電源を入れ、
テレビの音量を最小にする。

症状

② Bluetoothオーディオ送信機とテレビを接続する。
詳しくは、Bluetoothオーディオ送信機の取扱説明書をご覧くだ
さい。
③ Bluetooth接続する。
詳しくは、
おもて面の「Bluetooth接続する」
をご覧ください。

クリップの装着

修理を依頼する前に、再度点検してください。それでも正常に動作しないときは、
お買い上
げ店またはbocoお客様相談窓口へご連絡ください。

接続する機器との距離を10ｍ以内に
近づけてください。再度ペアリングを
してください。

音が出ない、
音が途切れる。

本機の電源が入っていない。

本機の電源を入れてください。

接続機器とBluetooth接続
されていない。

Bluetooth接続をしてください。

本機から離れている。

接続する機器との距離を10ｍ以内に
近づけてください。再度ペアリングを
してください。

接 続 先 が 不 安 定 な 状 態に
なっている可能性がある。

接続する機器を確認し、再起動等をし
てください。

意図しない機器と接続して
しまっている。

意図しない機器の電源を切ってくだ
さい。

接続機器との接続が切れ
ている。

接続する機器を確認し、再接続してく
ださい。

周囲の機器（電子レンジ、無線
LAN機器、他のBluetooth機
能搭載機器）などから電波干
渉を受けている。

これらの機器の使用をやめるか、本機
を電波干渉の少ない場所で使用して
ください。

接続機器との間に障害物が
ある可能性がある。

障害物を取り除いてください。
（例：別
の部屋で接続を試みる）

本機の音量が小さい。

本機の音量を上げてください。

電波状況が良くない。

接続する機器との距離を10ｍ以内に
近づけてください。再度ペアリングを
してください。

音楽ファイル形式のサンプ
リング周波数が低い。

別の曲やアプリケーションを試してく
ださい。

イヤホンが正しく装着され
ていない。

「本機を装着する」を確認してくださ
い。

・スマートフォンとBluetooth接続しているときは、ペアリング設定ができません。
スマート
フォンとのBluetooth接続を切断後にペアリングを行ってください。
・すべてのテレビには対応しておりません。

耳の穴手前に引っ
掛け、耳の軟骨に
押し当てる。

耳たぶを耳裏側の
クリップではさみ、
しっかり留まる位置
に調整する。

ポイント
しっかり装着できない場合は、
イヤーピースやクリップパッド
を付属のものと交換してください。

または

本機とペアリングしたスマートフォンなどでの通話を本機からも操作できます。
※おもて面の「Bluetooth接続する」
をご覧ください。

電話をかける： スマートフォンなどから発信する。
電話を受ける： 着信があったら、本機の ボタン、
またはスマートフォン
の を押す。
を

音量を調整する： 本機の＋/−ボタン、
またはスマートフォンの音量ボ
タンを押す。

会話機能を使う
①

通話する

電話を切る： 通話中に本機の ボタン、
またはスマートフォンの
押す。

音質が悪い。

（電源）
ボタンを約1秒押して電源を入れる。
「ピッピッ」
という操作音が流れます。

電話を受ける/切る

② 本機の＋/−ボタンを押して、音量を調整する。
③ 本機の電源が入っている状態で （電源）
ボタンを約2秒押して電源を切る。
「ピー」
という操作音が流れます。

音量調整

【ご注意】
・音楽を聞いているときに電話の着信があった場合は音楽が停止し、電話を切ると音楽
再生が自動的に再開します。
・接続機器によっては、音楽再生が自動的に再開されない場合があります。
・スマートフォンやパソコンの一部の通話用アプリには対応していません。
通話ができない。

本機で音楽を聞いているときや通話しているときは、会話機能は使えません。会話機能
を使うには、Bluetooth接続を切断するか、接続機器の音楽再生や通話接続を停止して
ください。数秒後に会話機能が有効になります。
（接続状況によっては、数十秒かかること
があります。）
【ご注意】
集音用マイクにイヤホンを近づけ過ぎると、
「キーン」
という音（ハウリング）
が発生するこ
とがあります。その場合は、
イヤホンを集音用マイクから離すか、音量を下げてください。

音楽を聞く

初期化する

① Bluetooth接続する。
おもて面の「Bluetooth接続する」
をご覧ください。

本機を初期化（リセット）
することで動作が回復する場合があります。

② スマートフォンの音楽再生アプリを起動する。
③ 本機の

ボタン、
またはスマートフォンの

ボタンを押す。

① 本機の電源が切れていることを確認し、 （電源）ボタンを10秒
以上押す。

④ 本機の＋/−
（音量）
ボタン、
または音楽再生アプリの音量ボタンを
押して音量を調整する。

再生/一時停止

音量調整

・スマートフォンによって動作が異なる場合があります。
・③で再生が始まらない場合は、本機の＋
（音量）
ボタンを最大にしてから、Bluetooth
（音楽再生）接続機器で、音量や再生/一時停止の操作をしてください。本機の＋/−
（音量）
ボタンと （再生/一時停止）
ボタンが、Bluetooth（音楽再生）接続機器と連
動しないことがあります。
・その他の機器で再生する場合は、
お使いになる機器の取扱説明書をご覧ください。

接続機器とペアリングできて
いない。

再度ペアリングをしてください。

通話時の音声出力が本機に
選択されていない。

接続している機器で、音声出力を本機
にしてください。操作について詳しく
は、接続機器の取扱説明書をご覧くだ
さい。

電源が入らない。

バッテリー残量が少ない。

本機を充電してください。

動 作が不 安 定に
なる。

本機の動作が一時的に不安定
になっている。

本機を初期化（出荷状態）
してくださ
い。

充電できない。

マイクロUSBケーブルが本機
とつながっていない。

本機とマイクロUSBケーブルを正し
く接続してください。

異音がする。

音が大きすぎる。

音量を下げてください。

バッテリーの残量を確認する
バッテリー残量はBluetooth接続しているiPhoneのバッテリー画面
上で確認できます。一部のAndroid機器でご確認いただけない場合
があります。
確認方法については、それぞれの機器の取扱説明書をご覧ください。

・
「ピッピッ」
「
、Ready to pair」
「
、ピー」
の音声ガイダンスが順番に
流れます。
・電源ランプが消えるまで押し続けてください。

対応

ペアリングできない。 本機から離れている。

【ご注意】

耳たぶの大きさに合わせて
スライドさせ（①）、
クリップ
を大きく開く
（②）
。

原因

本機の仕様およびデザイン、本書の内容については改良のため予告なく変更する場合があります。
earsopen®の最新情報は、www.earsopen.jp をご覧ください。

商標について
・earsopen®、BONE AUDIO®は、BoCo株式会社の登録商標です。
・iPad、iPhoneは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
・Android®はGoogle Inc.の商標です。
・Bluetooth®とそのロゴマークは、Bluetooth SIG, Inc.の商標です。

② スマートフォンなどBluetooth機器に残っている本機の情報を削除
する。
詳しくは、それぞれの機器の取扱説明書をご覧ください。
【ご注意】
・初期化すると、ペアリング
（機器登録）情報が削除され、本機の音量がお買い上げ時の
状態になります。
812-1125-12

