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コントロール

(1) POWER ボタンはヘッドホンのオンとオフを
切り替えます。

(2) PLAY/PAUSE ボタンは、オーディオの再生を
開始および一時停止します。セカンダリコ
ール機能には、応答コール/終了コール/
拒否コール（長押し）が含まれます。

(3) MICRO USB ジャックは、充電式バッテリー
を充電するためのものです。

(4) MICROPHONE は、通話中のトークバックに
使用できます。

(5) AUX IN ステレオジャックは、3.5 mm ステレ
オコネクタ付きのオーディオケーブルを
使用して、通常の有線ヘッドホンとして外
部デバイスからのオーディオを聞くため
に使用できます。 

(6) BLUETOOTH LED は、Bluetooth のステータス
を示します（青と赤の点滅 = ペアリング
モード、青 = 接続済み、青の点滅 = オー
ディオ再生中)。

(7) CHARGE LED は、充電ステータスを示します
（赤 = 充電中、青 = 完全に充電済み)。

(8) FORWARD/VOLUME ボタンを使用すると、
音量を上げたり（短押し）、次の曲にス
キップしたり（長押し）、Bluetooth 接続の
携帯電話で通話を開始/終了したりでき
ます。

(9) BACK/VOLUME ボタンを使用すると、音量を
下げる（短押し）か、前の曲にスキップす
る（長押し）ことができます。
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V 1.0

HC 2000B
Studio-Quality Wireless Headphones     
with Bluetooth* Connectivity 



はじめに

電源 
ユニットは、内蔵のリチウムポリマー充電式バッテ
リーで駆動されます。デバイスを初めて使用する前
に、内蔵バッテリーを少なくとも 4 時間充電してく
ださい。

内蔵バッテリーを充電するには、次の手順に従い
ます。

1.  付属の USB ケーブルの小さい方の端を MICRO USB 
ジャックに接続します。

2.  もう一方の端を、コンピューターの電源付き USB 
ジャックまたは AC 電源（別売）に接続します。

3.  充電中、充電 LED インジケーターの色が赤に変わ
ります。

4.  完全に充電されると、CHARGE LED インジケーター
が青色に変わります。

 警告:
•  電池を火の中に投げ込まないでください！
•  内蔵バッテリーを使用する場合、環境温度は  

5° C（41° F）から 35°C（95° F）である必要があります。
•  内蔵バッテリーの寿命を最大限に延ばすには、

室温で充電してください。
•  バッテリー廃棄の環境的側面に注意を払う必要

があります。
•  バッテリーは、日光や火などの過度の熱にさらさ

れてはなりません。
•  バッテリー残量が少なくなると、ユニットは 20 秒

ごとにビープ音を鳴らします。バッテリーが低す
ぎて動作しない場合、ユニットは自動的にオフ
になります。

ユニットの電源をオン/オフにする
1. POWER ボタンを長押しして電源を入れます。 

BLUETOOTH LED インジケーターが点灯します。
2.  もう一度 POWER ボタンを長押しすると、本機

の電源が切れます。BLUETOOTH LED インジケー
ターが消灯します。   
     
     
     
 

Bluetooth ペアリング 
1.  長押しして本機の電源を入れます。BLUETOOTH LED 

インジケーターが青と赤に交互に点滅し、 
ユニットがペアリングモードになっていることを
示します。

2. Bluetooth デバイスで、Bluetooth を有効にし、デバイ
スリストから「 HC 2000B 」を選択します。(詳細な
操作については、Bluetooth デバイスのユーザーマ
ニュアルを参照してください｡)

3. Bluetooth デバイスがパスコードの入力を求める場
合は、｢0000」を使用します。

一部の Bluetooth デバイスでは、接続を受け入れて
確認するように求められます。ユニットが正しくペ
アリングされている場合は、表示音が聞こえます。 
10 分以内にペアリングが成功しない場合、ヘッドホ
ンは自動的にオフになります。

注意:  ヘッドフォンを別の Bluetooth オーディオデバ
イスに接続する場合は、最初に現在のデバイスを
切断し、上記の手順に従って新しい接続を確立す
る必要があります。

Bluetooth デバイスの使用 
1.  ペアリングに成功すると、Bluetooth デバイスから

の音がヘッドホンから聞こえます｡
2.  再生/一時停止ボタンを押して、再生を一時停止

します。もう一度押すと再生が再開されます｡
3.  進む/戻るボタンを短く押して、ヘッドフォンの音

量を調整します。ペアリングした Bluetooth デバイ
スで直接音量を調整することもできます。

4.  進む/戻るボタンを長押しして、目的のオーディオ
ファイルを選択します。

注意:  再生中は BLUETOOTH LED インジケーターが青色
に点滅します。 

電話を受ける 
これらのヘッドホンにはマイクが内蔵されており、 
Bluetooth 対応の携帯電話で電話をかけることができ
ます。 Bluetooth 対応の携帯電話がヘッドホンとペアリ
ングされていることを確認してください。接続してい
る携帯電話に電話がかかってくると、ヘッドホンで着
信音が鳴ります。

1.  転送ボタンを押して、着信に応答します。
2.  もう一度 FORWARD ボタンを押して、通話を終了

します。

3.  着信を拒否し、戻るボタンを押し続けます。
4.  ヘッドホンと携帯電話の間で音声を転送するに

は、通話中に PLAY/PAUSE ボタンを押し続けます。

AUX IN ジャックの使用 
1.  オーディオケーブルの一方の端を、外部オーディ

オデバイスの LINE OUT またはヘッドフォンジャッ
クに挿入します。

2.  ケーブルのもう一方の端をヘッドホンの AUX IN  
3.5 mm ステレオジャックに接続します。

注意:  ヘッドホンがオンモードの場合、オーディオ
ケーブルを差し込むとヘッドホンは自動的にオフ
になり、通常の有線ヘッドホンと同じように機能し
ます。

3.  外部デバイスで再生を開始します。外部機器の音
声出力はヘッドホンから聞こえます。

4.  音量を調整するには、外部オーディオデバイスの
音量コントロールを使用します。

5.  完了したら、外部デバイスでの再生を停止し、ヘ
ッドホンの AUX IN ジャックからオーディオケーブ
ルを外します。
 聴覚障害の可能性を防ぐために、長時間大音

量で聴かないでください。

トラブルシューティング

力がない

•電源が入っていませ
ん。長押しして本機の電
源を入れます。

•バッテリーが充電され
ていることを確認してく
ださい。

Bluetooth デバイスは
ヘッドホンとペアリ
ングまたは接続でき
ません。

•デバイスで Bluetooth 機
能をアクティブにしてい
ません。 Bluetooth 機能
を有効にするには、デバ
イスのユーザーマニュア
ルを参照してください。

•ユニットはすでに別の 
Bluetoothデバイスとペア
リングされています。そ
のデバイスを切断して
から、再試行してくだ
さい。

安全にお使いいただくために

1.  これらの指示をお読みください。
2.  これらの指示を守ってください。
3.  すべての警告に注意してください。
4.  すべての指示に従ってください。
5.  この装置を水の近くで使用しないでください。
6.  乾いた布でのみ清掃してください。
7.  爆発を防ぐため、この製品を火の中に投げ込ま

ないでください。 
8.  本製品を明るい日光に長時間さらさないでくだ

さい。
9.  この製品を分解または改造しないでください。 
10.  この製品は、清潔で乾燥した環境で保管してく

ださい。  

警告! 聴覚障害の可能性を防ぐために、大音量で長
時間聴かないでください。

仕様
最大 出力電圧 ≤ 150 mV 広帯域
特性電圧 ≥ 75 mV
充電式バッテリー

電池のタイプ 3.7 V 185 mAh リチウムポ
リマーバッテリー

充電力 DC 5 V 300 mA

稼働時間 後 7 時間まで 
完全に充電されています

充電時間 承認 2 〜 3 時間
ブルートゥース

バージョン バージョン 5.0
動作周波数 2.4 〜 2.48 GHz
RF 出力電力 0 dBm

作動距離

オープンスペースで測定
して最大 10 m (壁や構造
物がデバイスの範囲に
影響を与える可能性が
あります）
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限定保証
適用される保証条件と Music Tribe の限定保証に関する概要については、オンライン上 musictribe.com/warranty 
にて詳細をご確認ください。


