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1	 安全上の重要
な情報

聴力に関する安全性

		
危険

	• 聴力の低下を防ぐため、大音量での使用は短時間
とし、通常は適切な音量で使用してください。	音量
を大きくする場合は使用時間を短くしてください。

ヘッドフォンを使用する場合は、次のガイド
ラインに従ってください。
• 適切な音量と使用時間を守ってくださ
い。

• 耳が慣れてきたと感じた場合でも、音量
を上げ過ぎないでください。

• 周囲の音が聞き取れないほど音量を上
げないでください。

• 危険が予測される状況での使用は十分
に注意し、必要に応じて使用を中断して
ください。

• イヤフォンおよびヘッドフォン使用時
の過度の音量は、聴力低下の原因とな
ります。

• 運転中は、ヘッドフォンで両耳を覆わな
いでください。地域によっては、運転中
のヘッドフォンの使用が法律で禁じられ
ていることがあります。

• 歩行中やその他危険が予測される状
況では、音楽や電話で集中力が散漫に
なると危険ですので、使用しないでくだ
さい。

一般情報
損傷および故障を防ぐために：

注意

	• ヘッドセットを過度の熱にさらさないでください。
	• ヘッドセットを落とさないでください。
	• ヘッドセットに水滴がかかったり水跳ねしたりしな
いようにしてください。
	• ヘッドセットを水に浸さないでください。
	• アルコール、アンモニア、ベンゼン、または研磨剤を
含む洗浄剤はいっさい使用しないでください。
	• 汚れた場合は、少量の水または薄めた石けん水で
湿らせた軟らかい布で拭いてください。
	• 内蔵電池を直射日光や炎などの過度の熱にさらさ
ないでください。
	• 間違った型の電池を装着すると、破裂の危険があり
ます。	電池を入れ換える場合は、同じ型の電池、ま
たは同等の電池のみを使用してください。

動作／保管時の温度と湿度
• 使用および保管は、気温	-15ºC（5ºF）
～55ºC（131ºF）、および相対湿度	90%	
未満の環境で行ってください。

• 高温または低温の環境では、電池の寿
命が短くなることがあります。
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2	 Onkyo	
Bluetooth	ワイ
ヤレスヘッドセ
ット

内容

	
Onkyo	Bluetooth	ワイヤレスヘッドセット	
E300BT

	
USB	充電ケーブル

		
クイックスタートガイド

その他のデバイス
Bluetooth	をサポートし、このヘッドセットと
適合する、携帯電話や他のデバイス（たとえ
ば、ノート型	PC、PDA、Bluetooth	アダプタ
ー、MP3	プレイヤー、など）。

Bluetooth	ワイヤレスヘッド
セットの概要

		
a 電源オン／オフ、音楽／通話コントロー
ル、NFC	検出エリア

b LED	インジケータ

c マイク

d Micro	USB	充電スロット

e 音量／トラックコントロール

c

b

a
e

d
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3	 ヘッドセットの
充電とペアリン
グ

充電

注

	• 電池を適切な容量と寿命で動作させるために、ヘ
ッドセットを初めて使用する前に、約	5	時間充電し
てください。
	• 製品に付属の	USB	充電ケーブルのみを使用してく
ださい。その他のケーブルの使用は故障の原因と
なることがあります。
	• ヘッドセットを充電するときは通話を終了してくだ
さい。ヘッドセットと充電器を接続すると電源がオ
フになります。

1 USB	ケーブルの一方の端を充電器（ま
たはコンピュータの	USB	ポート）に差し
込みます。

2 ケーブルのもう一方の端をヘッドセッ
トの	Micro	USB	充電スロットに差し込
みます。
 » ヘッドセットの充電中はインジケー
タライトが白で点灯します。

 » ヘッドセットが完全に充電されると、
インジケータライトは消灯します。

ヒント

	• 通常、完全に充電するには	2	時間かかります。

	

ヘッドセットのペアリング
ヘッドセットのメモリには、最新の	4	台のデ
バイスとのリンクが記憶されます。	4	台を超

えるデバイスとペアリングすると、最も古い
ペアリングデバイスが置き換えられます。
ヘッドセットを携帯電話とペアリングする方
法は	2	とおりあります。
• 手動ペアリング
• NFC	ペアリング

手動ペアリング

1 ヘッドセットが完全に充電されているこ
とを確認します。

2 ヘッドセットがオフになっていることを
確認します。	

3 LED	が青と白で交互に点滅し始めるま
で、電源オン／オフボタンを押し続け
ます。

4 携帯電話の	Bluetooth	機能をオンにし
ます。
 » ヘッドセットは約	2	分間ペアリング
モードになります。

5 ヘッドセットを携帯電話とペアリングし
ます。	詳しくは、携帯電話のユーザーマ
ニュアルを参照してください。

NFC	ペアリング

1 携帯電話の	NFC	機能がオンになってお
り、電話機の画面が有効になっているこ
とを確認します。

2 携帯電話とヘッドセットの	NFC	検出エ
リアが触れ合うようにします。

3 ヘッドセットを携帯電話とペアリングし
ます。	詳しくは、携帯電話のユーザーマ
ニュアルを参照してください。

注

	• 携帯電話で	NFC	機能が有効になっており、電源が
オンになっていることを確認します。	
	• 携帯電話がスタンバイモードになっていないこと
を確認します。
	• NFC	ペアリングは、Android	OS	4.2	以上でのみ有
効です。
	• 携帯電話の	NFC	検出エリアの位置については、携
帯電話のユーザーマニュアルを確認してください。
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次に、ヘッドフォンと携帯電話をペアリング
する方法の例を示します。
1 携帯電話の	Bluetooth	機能をアクティ
ブ化して、Onkyo	E300BT	を選択します。

2 ヘッドセットのパスワードの入力を求め
られたら、「0000」（ゼロ	4	つ）を入力し
ます。	Bluetooth	3.0	以降に対応する携
帯電話の場合は、パスワードを入力す
る必要はありません。

	
マルチペアリング
ヘッドセットには、2	台のデバイスを同時に
接続し、相互に切り替えることのできるマル
チペアリング機能が搭載されています。	

2	台のデバイスの手動ペアリング

1 1	台目のデバイスをペアリングします	('
手動ペアリング'	4	ページ	を参照)。	

2 LED	が青と白で交互に点滅し始めるま
で、ペアリング／ミュートボタンを押し
続けます。

3 2	台目のデバイスをペアリングします。
4 その後、次のいずれかを実行します：

• 1	台目のデバイスの	Bluetooth	機
能で	Onkyo	E300BT	を選択します。
または、

• ヘッドセットの電源を一度オフにし
てからオンにします。

 » これで、ヘッドセットは	2	台のデバ
イスに接続されました。	

2	台のデバイスを	NFC	でペアリング

1 携帯電話の	NFC	機能がオンになってお
り、電話機の画面が有効になっているこ
とを確認します。

2 携帯電話とヘッドセットの	NFC	検出エ
リアが触れ合うようにします。

3 ヘッドセットを	1	台目のデバイスにペア
リングします。

4 ヘッドセットを	2	台目のデバイスにペア
リングします。
 » これで、ヘッドセットは	2	台のデバ
イスに接続されました。	

注

	• 1	台目のデバイスで音楽を再生しているときに	2	台
目のデバイスで音楽を再生すると、1	台目の再生は
一時停止されます。	ヘッドセットは自動的に	2	台目
のデバイスに接続され、音楽が再生されます。
	• いずれか一方のデバイスで着信があった場合、もう
一方のデバイスで自動的に音楽が一時停止され、
着信に応答します。その後通話を終了すると、音楽
が再開されます。
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4	 ヘッドセットの
使用

ヘッドセットを	Bluetooth	デ
バイスに接続します。

1 携帯電話／Bluetooth	デバイスの電源
をオンにします。	

2 ヘッドセットの電源がオンになるまで、
電源オン／オフボタンを押し続けます。	
 » LED	が青で点滅します。
 » ヘッドセットは、最後に接続されて
いた携帯電話／Bluetooth	デバイ
スに自動的に再接続されます。	

ヒント

	• ヘッドセットの電源をオンにした後で、携帯電
話／Bluetooth	デバイスの電源または	Bluetooth	
機能をオンにした場合は、ヘッドセットと携帯電
話／Bluetooth	デバイスを手動で再接続する必要
があります。
	• 携帯電話／Bluetooth	デバイスが自動的に再接続
されない場合は、携帯電話／Bluetooth	デバイスの	
Bluetooth	設定でヘッドセットの名前をクリックし
て手動での再接続を試みてください。

注

	• ヘッドセットが動作範囲内にある接続対象の	
Bluetooth	デバイスを	5	分以内に検出できなかっ
た場合は、電源が自動的にオフになり、電池の消耗
を防ぎます。

通話と音楽の管理
オン／オフ	

タスク ボタ
ン

操作

ヘッドセッ
トの電源
をオンに
する

電源オ
ン／オ
フ

2	秒間押し続けます。

ヘッドセッ
トの電源
をオフに
する

電
源オ
ン／
オフ

4	秒間押し続けます。
 » LED	が白で約	
1.5	秒間点灯し
てから、ヘッド
セットがオフに
なります。

音楽コントロール	

タスク ボタン 操作
音楽を再
生／一時停
止する

音楽／通話コン
トロール

1	回押し
ます。

音量を調節し
ます。

音量／トラックコ
ントロール

1	回押し
ます。

次／前の曲
にスキップ

音量／トラック
コントロール

押し続け
ます。

通話コントロール

タスク ボタン 操作
着信に応答す
る／通話を終了
する

音楽／
通話

1	回押しま
す。

着信を拒否する 音楽／
通話

2	秒間押し続
けます。

通話中に通話を
切り替える

音楽／
通話

2	回押しま
す。

通話中にマイク
をミュート／ミュ
ート解除する

音量／
トラッ
クコン
トロー
ル

音量+／-ボタ
ンを同時に押
します。
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その他のヘッドセットインジケーターのス
テータス	

ヘッドセットのステータス LED
電池残量が少なくなって
います。

LED	が	10	秒
間隔で白で
点滅

ヘッドセットでペアリング
の準備ができています。

LED	が青と
白で交互に
点滅

ヘッドセットがペアリング
され接続されています。

LED	が	8	秒
間隔で青で
点滅

ヘッドセットの電源は
オンになっています
が、Bluetooth	デバイスに
接続されていません。

LED	が青です
ばやく点滅
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5	 テクニカルデー
タ

• 音楽再生時間：7.5	時間
• 通話時間：8	時間
• 待機時間：170	時間
• 充電時間：2	時間
• 充電式リチウムポリマー電池（120	
mAh）

• Bluetooth	4.1、Bluetooth	モノラル対
応（ヘッドフォンプロファイル	-	HSP、
ハンズフリープロファイル	-	HFP）
、Bluetooth	ステレオ対応（高度オーデ
ィオ配信プロファイル	-	A2DP、オーデ
ィオ／ビデオリモート制御プロファイ
ル	-	AVRCP）

• サポートしているオーディオ形
式：	SBC、apt-X	コーデック

• 動作範囲：最大	10	m（33	フィート）
• 自動電源オフ

注

	• 仕様は予告なく変更されることがあります
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6	 通知

適合宣言
Gibson	Innovations	は、この製品が
指令	1999/5/EC	の必須要件およびそ
の他の関連条項に適合していること
をここに宣言します。	適合宣言書は	
www.onkyo-headphones.com	でご覧いた
だけます

古い製品および電池の廃棄

	
ご使用の製品は、純度の高い素材と材質を
使用してデザインおよび製造されたもので、
リサイクルと再利用が可能です。

	
このマークが付いた製品は、欧州連合にお
ける指令	2012/19/EU	の適用を受けている
ことを表します。

		
このマークは、この製品に欧州指針	
2013/56/EU	が適用される充電式電池が含
まれており、一般の家庭ごみと一緒に捨て
ることができないことを示しています。	製品
を正規の収集場所に持ち込み、専門家に充
電式電池を取り外してもらうことを強くお勧
めします。	
お住まいの地域の電気電子製品および充電
式電池の分別回収システムについて情報を
入手してください。	製品を廃棄する際は地
域の規則に従ってください。一般の家庭ごみ
と一緒に捨てないでください。	古くなった製

品の適切な廃棄は、環境と人体に及ぼす影
響の低減につながります。

内蔵電池の取り外し

注

	• 電池を取り外す前に、ヘッドフォンから	USB	充電ケ
ーブルを必ず抜いてください。

お住まいの地域に電気電子製品の回収／
再利用システムがない場合は、ヘッドフォン
を廃棄する前に電池を取り外してから、回収
に出すようにしてください。

	
EMF	の順守
この製品は、電磁場への暴露に関して適用
されるすべての規格および規制に準拠して
います。
環境に関する情報
本製品の梱包には不必要な梱包材を使用し
ていません。	当社では、梱包材をダンボール
（箱）、発泡スチロール（緩衝材）、ポリエチ
レン（袋、保護発泡シート）の	3	種類の素材
ごとに簡単に分類できるように、努力を払っ
ています。
システムは、リサイクル可能な素材で製造さ
れているため、専門業者による分解の後に
再利用できるようになっています。	梱包材、
使用済み電池、古くなった機器の廃棄方法
については、お住まいの地域の廃棄手順に
従ってください。

1

2
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商標

Bluetooth
Bluetooth®	ワードマークおよびロゴ
は、Bluetooth	SIG,	Inc.	の所有物であ
り、Gibson	Innovations	Limited	はライセン
スに基づきこのマークを使用しています。	
Onkyo®	は	Gibson	Brands	Inc.	の登録商標
です。その他の商標および商品名はそれぞ
れの所有者の所有になります。	

CSR	著作権と商標に関する通知
©	2013	CSR	plc	and	its	group	companies.
aptX®	マークおよび	aptX	ロゴは、CSR	plc	
またはその系列会社の商標であり、1	つ以上
の管轄で登録されていることがあります。

N-Mark
N-Mark	は米国およびその他の国におけ
る	NFC	Forum,	Inc.	の商標または登録商標
です
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7	 よく寄せられる
質問

Bluetooth	ヘッドセットの電源がオンになり
ません。
電池残量が少なくなっています。	ヘッドセッ
トを充電してください。
	
Bluetooth	ヘッドセットと携帯電話をペアリ
ングできません。
Bluetooth	が無効になっています。	携帯電
話で	Bluetooth	機能を有効にし、携帯電話
の電源をオンにした後で、ヘッドセットの電
源をオンにしてください。
	
ペアリングが機能しません。
ヘッドセットがペアリングモードになってい
るか、確認してください。
• このユーザーマニュアル	('ヘッドセッ
トの充電とペアリング'	4	ページ	を参
照)の手順に従ってください。	

• LED	が青と白で交互に点滅し始めるま
で、電源オン／オフボタンを押し続けて
ください。	LED	が青でのみが点灯した
場合は、ボタンを押し続けてください。

	
携帯電話でヘッドセットが認識されません。
	• ヘッドセットは以前ペアリングされてい
たデバイスと接続している可能性があ
ります。	接続されているデバイスの電源
をオフにするか、動作範囲外に移動して
ください。

	• ペアリングがリセットされているか、ヘッ
ドセットがすでに別のデバイスにペア
リングされている可能性があります。	こ
のユーザーマニュアル	('ヘッドセットの
充電とペアリング'	4	ページ	を参照)の
手順に従って、ヘッドセットを携帯電話
とペアリングしてください。

	
携帯電話で音声ダイヤルまたはリダイヤル
が機能しません。
お使いの携帯電話でこれらの機能をサポー
トしていない可能性があります。

	
携帯電話の通話相手に音声が届きません。
マイクがミュートされています。	音量／トラ
ックのコントロールボタンを	1	回押してマイ
クのミュートを解除してください。
	
Bluetooth	ヘッドセットを	Bluetooth	ステレ
オ対応携帯電話に接続しても、音楽が携帯
電話のスピーカーからしか聞こえません。
携帯電話のユーザーマニュアルを参照して
ください。	ヘッドセットから音楽を聴く設定
を選択します。
	
音質が悪く、パチパチ雑音が聞こえます。
Bluetooth	デバイスが動作範囲外にありま
す。	ヘッドセットと	Bluetooth	デバイスを近
づけるか、間にある障害物を取り除いてく
ださい。
	
携帯電話からのストリーミング時の音質が
非常に悪い、またはオーディオストリーミン
グが機能しません。
携帯電話が（モノラル）HSP/HFP	をサポート
するだけでなく	A2DP	('テクニカルデータ'	8	
ページ	を参照)	をサポートすることを確認し
てください。	
	
音楽は聞こえますが、Bluetooth	デバイスで
操作（再生／一時停止／次の曲／前の曲に
進むなど）できません。
Bluetooth	音源が	AVRCP	('テクニカルデー
タ'	8	ページ	を参照)	をサポートすることを
確認してください。
	
さらにサポートが必要な場合
は、www.onkyo-headphones.com	を参照し
てください。
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[  1.0 Charge the battery  ]

1. Plug one end of USB cable into the charger (or into the USB port of a computer).

2. Plug the other end of the cable into the micro USB charging slot on the headset.

3. When the headset is charging, a white indicator light will be displayed.

4. When the headset is fully charged, the white light goes o�.

1. Turn the headset on. Press and hold      for 2 sec.

2. Turn the headset o�. Press and hold      for 4 sec. A white indicator light turns on for 1.5 sec. and then the headset will turn o�.

Pair the headset with your phone manually or by using NFC. After successful pairing, the headset connects automatically to the 
phone once the headset is turned on and within range.

Manual Pairing 

1. Make sure your headset is turned on.

2. Press and hold       until an alternating blue and white light flashes.

3. Turn on the Bluetooth function on your phone.

4. Your phone will start searching for Onkyo H500BT.

5. Follow the on-screen instructions to pair your phone. (Check your phone’s user manual for      

details)

NFC Pairing

1. Make sure your headset is turned on.

2. Press and hold       until an alternating blue and white light flashes.

3. Make sure you turn on the NFC function on your phone and that your phone’s screen   

remains active.

4. Place your phone over the headset so that the NFC detection area of each device touch each 

other.

5. Follow the pairing instructions of your phone. If a passcode is required, enter ‘0000’.
Remarks:
• Make sure your mobile phone has the NFC feature and that the NFC function has been switched on and your phone is not in standby mode.
• Pairing with NFC is suitable only for Android mobile operating system 4.2 or above.

[  2.0 Turning the headset on and o�  ]

[  3.0 Pair the headset with your phone  ]

You can also use this headset with the audio cable provided when the battery is low. Make sure the headset is turned o� before 
using the audio cable.

Please refer to www.onkyo.com/welcome for the full user manual

A white light flashes slowly.

An alternating white and blue light flashes.

A blue light flashes at every 8 seconds interval.

A blue light flashes rapidly.

The battery is low.

The headset is in pairing mode.

The headset is switched on but not connected. If no connection 

can be made, the headset will turn itself o� after 5 minutes.

The headset is both paired & connected.

[  5.0 LED Indicator light  ]

[  6.0 Corded audio connection  ]

MUSIC CONTROLS VOICE/CALL CONTROLS

[  4.0 Using music and call controls  ]

Play/Pause Tap once

Volume up Slide up or 
slide up and hold

Volume down Slide down or 
slide down and hold

Skip forward Slide forward

Skip backward Slide backward

Siri/Google Now* Press once

Pick up call/Hang up Tap once

Reject incoming call Tap and hold

Mute/unmute the mic
while in a call

Press once

Switch caller while 
in a call

Slide forward

Micro USB
charging slotAudio jack

(Left side)

Pairing additional devices

A total of 4 bluetooth devices can be paired with your headphones. (See step 3 for pairing). Two devices can be connected 
simultaneously allowing you to switch between them both.

Switching between devices

The multipoint feature allows you to connect and switch between two devices simultaneously. Simply pause your music or video on 
one device and press play on your second device, the headphone will automatically connect to the playing device.
When you receive a phone call the audio on the first device automatically pauses to receive the phone call on the second device, with 
the audio resuming when the call has finished. (See step 4 for call controls)

[  7.0 Multipoint  ]

NFC 
detection 
area
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some mobile phones
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* To use the voice control feature on your phone via Bluetooth please refer to 
the user manual for the correct settings for your device.

LED indicator light

Power On/O�

Microphone

Touch panel for:
Music/Call/Volume/ 
Track controls

Pairing/Mute (call)
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