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はじめに 

この度は弊社フルワイヤレスイヤホンをお買い上げ頂き有難うございます。 

この製品は完全独立型ブルートゥースイヤホンで、イヤホンコードの煩わしさを排除し、

快適に音楽を楽しめます。 

安全にご使用頂くために必ず同説明書を最後までお読み頂き、保管をお願い致します。 

 

注意事項 

・大音量で長時間使用しますと聴力に深刻なダメージが起こることがあります。 

出来る限り低音量でご使用し、長時間のご使用を避けることをお薦めします。 

・運転中のイヤホンのご使用は、地域の法令で規制されている場合があります。 

 ご不明な場合はご使用になる地域の自治体にお問い合わせ下さい。 

・イヤホンには小さな部品も含まれます。小さなお子様やペットの手の届かない場所で保

管、充電をお願いします。 

 誤って口にすると窒息など深刻な結果を引き起こす恐れがあります。 

・充電器は防水仕様ではないため水滴がかからないようにお願いします。 

・製品使用中に加熱した場合はすぐに使用を中止して下さい。 

・充電器やイヤホンを－10℃～45℃の範囲以外では使用しないで下さい。 

・すべてのブルートゥース機器と接続を保証するものでは御座いません。 

 

・再生中にイヤホンにノイズが入ることがございますが、故障では御座いません。 

・製品の仕様上、ご利用の環境によっては音飛びが発生する場合が御座います。 
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＜イヤホンについて＞ 

初めてご使用の際には、スマートフォン等とイヤホンとをそれぞれ接続相手として登録（ペ

アリング）する必要があります。 

 

また、イヤホン同士のペアリングを行う前に Bluetooth 接続を行うと、左右が独立して接

続されてしまうため、次の手順に沿い登録を行ってください。 

 

 

＜初回使用時の設定＞ 

接続先の機器の Bluetooth を OFF にしてある状態で、イヤホンの電源を左右同時に入れて

ください。 

電源を入れると青色 LED が点滅し、しばらくするとメインイヤホンが赤と青の点滅を繰り

返し、もう一方のイヤホンは青いランプのみが点滅するようになります。 

このランプの状態になったことを確認した後、接続先の Bluetooth を ON にし 

「FW-SY31H(KB)」というデバイスを選択してください。 

 

こちらの設定が完了すると、次回より自動的にご利用の機器と接続されるようになります。 

 

 

※うまくいかない場合 5 ページに記載の＜イヤホンの初期化方法＞をご参照ください。 
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《基本操作》 

① 電源オン 

イヤホンのロゴ部分「1989 H」「2019 M」をそれぞれ約 1.5 秒押すと電源が入り、「電源が

入りました」とアナウンスが流れるのと同時に、青色の LED が点滅します。 

 

② イヤホンのペアリング 

イヤホンに電源が入ると自動的にイヤホン同士のペアリングを開始し、完了すると「イヤ

ホンのペアリングが完了しました」とアナウンスが流れ、メインイヤホンの LED は青色と

赤色を交互に点滅を繰り返し、もう一方のサブイヤホンの LED は 5 秒ごとに青色に点滅し

ます。 

※両イヤホンの LED が青色赤色を交互に点滅を繰り返したまま、ペアリングが完了しない

場合は、メインイヤホンにしたい方のイヤホンのロゴをダブルクリックしてください。 

それでもうまくいかない場合、5 ページの＜イヤホンの初期化方法＞を参照してください。 

 

③ デバイスとの接続 

イヤホン同士のペアリングが完了した後、デバイスの Bluetooth 設定画面を開き

「FW-SY31H(KB)」を選択して下さい。 

接続が完了すると「ブルートゥースと接続しました」とアナウンスが流れ、両イヤホンの

LED が青色に点滅します。 

※イヤホンの電源を入れてから 3分以内にデバイスとの接続を行ってください。 

 

④ 電源オフ 

どちらか片方のイヤホンのロゴ部分「1989 H」または「2019 M」を約 5 秒押すと「電源を

切りました」とアナウンスが流れるのと同時に、赤色の LED が点滅し両方のイヤホンの電

源が切れます。 

 

《その他の操作》 

＜音楽再生＞ 

どちらか片方のロゴ部分を 1回押す毎に音楽がプレイ/ストップとなります。 

どちらか片方のロゴ部分を 2回素早く押すと（ダブルクリック）次の曲になります。 
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《通話時の操作》 

工場出荷時では、右側「2019 M」がメインイヤホンとなっています。 

イヤホンを使用して通話する場合、メインイヤホン（右側「2019 M」）からのみ先方の声が

流れ、お客様の声も同様、メインイヤホン（右側「2019 M」）のマイクからのみ拾います。 

 

＜電話を受ける＞ 

イヤホンとスマホを繋げた状態で、電話着信時にどちらか片方のロゴ部分を１回押すと電

話を受け通話することが出来ます。 

 

＜通話を切る＞ 

イヤホンで通話中にどちらか片方のロゴ部分を１回押すと通話を終了します。 

 

＜最後に掛けた電話番号にリダイヤル＞ 

イヤホンとスマホを繋げた状態でどちらか片方のロゴ部分をダブルクリックすると、最後

に掛けた電話番号にリダイヤルします。 

ただし音楽を流している場合は、一旦音楽をストップする必要があります。 

 

＜発信キャンセル＞ 

イヤホンとスマホを繋げた状態で電話発信中にどちらか片方のロゴ部分を 1 回押すと、発

信をキャンセルします。 

 

＜着信拒否＞ 

イヤホンとスマホを繋げた状態で電話着信時にどちらか片方のロゴ部分を長押しすると、

着信拒否をします。 

 

《電源について》 

＜充電案内＞ 

イヤホンの充電量が 20％以下になった時、赤色 LED が点滅し、約 20 秒毎に「電池が少なく

なりました、充電して下さい」とアナウンスが流れます。 

 

＜自動電源オフ＞ 

約 3分間ブルートゥース機器と接続が無いと、自動的に赤色 LED が点滅し電源が切れます。 
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＜充電方法＞ 

充電ケースの「L」側にイヤホンロゴ「1989 H」、「R」側にイヤホンロゴ「2019 M」、のイヤ

ホンを入れ、蓋を閉めると充電が始まります。 

充電中はイヤホンの LED が赤色に点灯し、充電が完了すると LED が消えます。 

充電ケースへの充電は付属の USB ケーブルを使用して下さい。 

100% “●●●●”, 75%“●●●”, 50%“●●”, 25%“●”は充電ケース本体の充電量

を表します。 

 

 

 

 

＜イヤホンのランプの状態について＞ 

 

★イヤホン同士のペアリングが完了後 

メインイヤホン：赤青ランプ点滅 

サブイヤホン：青ランプがゆっくりと点滅 

 

☆Bluetooth 接続中 

メイン・サブイヤホン：青ランプがゆっくりと点滅 

 

左右共に赤青点滅を繰り返す場合には、メインにしたいほうのイヤホンのボタンをダブルク

リックして★の状態になるようにしてください。 

うまくいかない場合には、下記の手順に沿い初期化を行ってください。 

 

＜イヤホンの初期化方法＞ 

① まず左右両方のイヤホンの電源を切ります。 

② ブルートゥースで繋げたい音楽機器等のブルートゥース設定を OFF にする。この時、音

楽機器側に製品本体型番「FW-SY31H(KB)」の設定が残っていたら削除して下さい。 

③ 左右両方のイヤホンのロゴ部分を、青色と赤色のランプが 1回交互に点滅するまで手を

離さずに約 8秒間押し続けてください。一度電源が切れます。 

④ 再度両方のイヤホンの電源を入れると両方のイヤホンのランプが青色と赤色の点滅を

繰り返します。メインにしたいほうのイヤホンのロゴ部分をダブルクリックしランプが

上記の★の状態になれば完了です。 
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＜メインイヤホンの設定について＞ 

初期設定は「2019 M」側のイヤホンがメインイヤホンになっていますが、メインイヤホンを

「1989 H」に変更したい場合には、初期化（5ページ）を行った際に「1989 H」のロゴをダ

ブルクリックしてください。 

「1989 H」側だけでご使用いただく場合にもメインイヤホンの設定が必要となります。 

 

その他にお困りの際は、FAQ ページをご確認ください。 

http://www.sac-corp.jp/product/contents/headphone/heisei 

 

 

製品仕様 

【イヤホン】 

ブルートゥースバージョン  V4.2 

ブルートゥースクラス    Class2 

ブルートゥース接続距離   10 メートル 

動作周波数         2.402～2.48GH 

充電電圧          5V 

バッテリー         リチウムポリマー電池 50mAh 

音楽再生時間        最大 150 分 

スタンバイ時間       最大 110 時間 

【充電器】 

充電器からの充電回数    両耳約 3回分 

バッテリー                リチウムポリマー電池 400mAh 

Input 電圧                 5V/500mA 

Output 電圧                 5V/1A 

付属品 イヤホン左右 各 1個 充電器 1 個 

充電用 USB ケーブル 1 本 マニュアル 1 枚 

取り換え用イヤーキャップ 大中小各 1セット 
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保証規定  

１. 万一保証期間内に正常な使用で故障した場合に無償で交換・修理させていただきます。 

保証書との購入証明書（レシート等）を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ち

下さい。 

購入証明書が無い場合には、無償対応致しかねます。 

2.  保証期間内であっても以下の場合には保証の対象外になります。 

（１）保証書に記入漏れのある場合 

（２）取り扱い上の不注意による故障・損傷 

（３）天変地異や天災、ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故障・損傷 

（４）一般用途以外での使用（業務用の過度な連続使用や環境など）による故障・損傷 

（５）分解・改造・弊社以外での修理による故障・損傷 

3.  本製品の故障、またはその使用によって生じた直接・間接の損害について弊社は一切

の責任を負わないものとします。 

4.  保証書は再発行致しませんので大切に保管して下さい。 

5.  保証書は日本国内でのみ有効です。 

 

保証書  品番：FW-SY31H(KB) 

お客様のお名前・ご住所・TEL 

 

 

 

販売店名・住所・TEL 

 

 

 

 

保証期間 1年      お買い上げ年月日      年    月    日 

      ※保証規定を必ずお読みになり、保証書は大切に保管して下さい。 

 

 

      販売元：株式会社 SAC 

      〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸 2丁目 8-4 横浜西口 KN ビル 9階 

       

    ※製品に関するお問い合わせは 8ページのカスタマーサポートまでお願いいたします。 
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《製品問い合わせ先》 

製品に関してご不明な点がございましたら、下記のサポートセンターへご連絡ください。 

 

SAC カスタマーサポートセンター 

      〒110-0005 東京都台東区上野 5丁目 6-11 サンキビル７階 

      TEL : 03-3834-0663   FAX : 03-5846-8303 

      e-mail : support@sac-corp.jp 

 

営業時間：平日 10 時～18 時まで（土日祝除く） 

お電話でのお問い合わせはお待たせをしてしまう場合がございますので、 

E メールでのお問い合わせをお勧めしております。 

 

《操作に困ったら》 

Q.片方からしか音が聞こえません 

A.通話時はメインイヤホンからのみ音声が出力されます 

それ以外の場合、イヤホン同士のペアリングができていない可能性がありますので 5 ペ

ージのイヤホンの初期化をお試しください。 

 

Q.音量の調節はどのように行いますか？ 

A.イヤホン自体には音量調節機能はついていないため、接続先の機器から設定を行ってく

ださい。 

 

Q. スマートフォンの音量バーを調節しても音量が大きくなってしまいます 

A. スマートフォンの種類によっては、「絶対音量」を無効にする必要があります『開発者

向けオプション』の “ネットワーク” より『絶対音量を無効にする』をオンにするこ

とで解決する場合があります 

 

その他にお困りの際は、FAQ ページをご確認ください。 

http://www.sac-corp.jp/product/contents/headphone/heisei 
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《MEMO》 


