
BB 560M
High-Quality Professional Headphones    
with Built-in Microphone

コントロールとコネクタ

(1) VOLUME + / NEXT SONG - すばやく押すと音
量が上がり、長押しすると次の曲にスキ
ップします。 

(2) PLAY/PAUSE - Bluetooth ペアリング、再生、一
時停止、電話を切る、通話を拒否、リダイ
ヤルなど、いくつかの機能に使用されま
す。このボタンを 1 秒間押し続けると、 
ヘッドホンがオンになります。

(3) VOLUME - / PREVIOUS SONG - すばやく押すと
音量が下がり、長押しすると前の曲にな
ります。

(4) 3.5 mm INPUT - 有線オーディオ用に 3.5 mm 
ステレオケーブルを接続します。 

(5) LED - 赤と青のステータスインジケータラ
イト。 

(6) MICROPHONE

(7) USB PORT - 充電用のマイクロ USB ポート。 
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充電 
ヘッドホンを開梱したら、USB 充電ケーブルを接続
し、少なくとも 4 時間充電する必要があります。 
バッテリーが最初に完全に充電されると、その後
の充電には 2 〜 3 時間しかかかりません。充電中
は LED が赤く点灯します。バッテリーが最大容量に
達すると、LED がオフになります。

ヘッドセットは、バッテリーの電力が少ないことを
示すために 2 回ビープ音を鳴らし、LED が赤く点滅し
ます。電圧が 3 V を下回ると、ヘッドセットの電源が
自動的にオフになり、再充電する必要があります。

ヘッドセットと Bluetooth   
デバイスのペアリング
1.  再生/一時停止ボタンを 1 秒間押し続けて、ヘッ

ドホンの電源を入れます。LEDが赤と青で交互に
点滅し、ビープ音が 2 回鳴って、デバイスがペアリ
ングの準備ができていることを示します。

2. Bluetooth デバイスで Bluetooth メニューを開き、使
用可能な接続を検索します。ヘッドセットがデバ
イスと正常にペアリングされない場合、3 分後に
自動的に電源が切れることに注意してください。

3.  リストから ｢BB 560M｣ を選択します。ペアリング
が成功すると、ヘッドセットからビープ音が 1 回
鳴り、LED が青色に点灯します。パスワードが必
要な場合は、｢0000｣ を使用してください。

ヘッドセットが別のデバイスと正常にペアリングさ
れると、ヘッドセットの電源をオフにしてから再度
オンにすると、ヘッドセットは自動的にこの同じデ
バイスへの接続を試みます。

Bluetooth ワイヤレス通話
Bluetooth ヘッドセットをペアリングして携帯電話に
接続すると、ヘッドセットを使用して、音楽を聴くだ
けでなく、通話を受け入れることができます。 
     
     
     
     
     
     
     
  

発信通話
1.  ヘッドセットの使用中に新しい電話をかけるに

は、通常どおり番号をダイヤルします。ヘッドセ
ットで呼び出し音が聞こえ、音声オーディオとマ
イクが自動的にヘッドセットに切り替わります。 
(一部の電話では、画面上でスイッチを手動で確
認する必要があることに注意してください）

2.  最後の番号にリダイヤルするには、[再生/一時停
止]  ボタンをダブルクリックして、最後にダイ
ヤルした電話番号をダイヤルアウトします。 
(一部の携帯電話では、ボタンを 1 回押すだけで
済みます。）

電話に出て電話を切る
1.  電話が鳴ったら、再生/一時停止  ボタンを 

1 回押すか、電話応答キーを押して電話に応答
します。

2.  通話を拒否するには、再生/一時停止  ボタン
を 1 秒間押し続けます。

3.  通話を終了するには、再生/一時停止  ボタン
を押すか、電話画面の電話を切るボタンを押し
ます。通話が終了すると、通話前に再生されてい
た音楽が再開されます。

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。  

技術仕様

バージョン Bluetooth V5.0 
周波数範囲 2.402 - 2.480 GHz ISM バンド
無線伝送規格 クラス 2
チャネル 1 MHz 帯域幅の 79 チャネル
接続タイプ ポイントからポイントへ 
送信範囲 10 m (空き容量）
周波数応答 20 Hz 〜 20 kHz
信号対雑音比 80 dB
オーディオパワー出力 2 x 10 mW
ステータス表示 赤と青の 2 色インジケーターライト

該当するペアリング製品 USB Bluetooth アダプター、Bluetooth 携帯電話、iPad、MID、 
HFP、HSP、A2DP、AVRCP Bluetooth プロトコルに準拠したその他 

デコーダーをサポート SBC/MP3/ACC
電池 ポリマーリチウムイオン電池 3.7 V、185 mAH
充電時間 2〜3 時間
充電電源 コンピューター USB 5 V; 出力 DC 5 V 300 mA の充電器
稼働時間 完全に充電されてから最大 7 時間

 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。音量レベル設定の目安として、ヘッドホンで
普通に話しているときに、自分の声が聞こえることを確認してください。

バッテリー（バッテリーパックまたは取り付けられているバッテリー）は、日光や火などの過度の熱にさらされてはなりま
せん。



法的放棄
ここに含まれる記述、写真、意見の全体または一部に依拠して、いかなる人が損害を生じさせた場合に
も、Music Tribe は一切の賠償責任を負いません。技術仕様、外観およびその他の情報は予告なく変更に
なる場合があります。商標はすべて、それぞれの所有者に帰属します。Midas、Klark Teknik、Lab Gruppen、 
Lake、Tannoy、Turbosound、TC Electronic､ TC Helicon、Behringer、Bugera、Oberheim、Auratone、Aston Microphones 
および Coolaudio は Music Tribe Global Brands Ltd. の商標または登録商標です。© Music Tribe Global Brands Ltd. 
2021 無断転用禁止。

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。


