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○ 状態表示のLEDインジケータ
○ Mic

○ 前の曲/ボリュームダウン
○ 次の曲 /ボリュームアップ 

○ （MFB）多機能ボタン
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番号 ボタン 対応機能
LEDのカラーにより、このイヤホーンの動作状
態を表示します。
マイク
a. 起動：MFBを一秒押すと、ブルーのライトが
点灯します。
b. シャットダウン：MFBボタンを３秒間押すと、
インジケータライトが消えます。
c. ペアリング：電源オフの状態で、インジケー
タライト（A）が赤と青に点滅する（すなわち、
ペアリングモード）まで、「MFB」を長く押して
ください。
d. 電話に出る：イヤホンが動作している場合、
「MFB」を一秒押すと、電話に出ることができ
ます。
e. 電話を切る：イヤホンで電話に出る場合、
「MFB」を一秒押すと、電話を切ることができ
ます。
f. 電話を拒否する：電話が入っている場合、
「MFB」ボタンを押すと、電話を拒否すること
ができます。
Dボタンを長く押すと、次の曲に入ります。短く
押すと、音量が大きくなります。
Eボタンを長く押すと、前の曲に入ります。短く
押すと、音量が小さくなります。
充電ポート

状態表示のLEDイ
ンジケータ
Mic 
（MFB）
多機能ボタン

次の曲 /ボリュー
ムアップ 
前の曲/ボリューム
ダウン
Micro USB ポート

パッケージ
•   BH1001スポーツBluetoothイヤホーン×1
•   シリコーンスリーブ（ML\SM）×2
•   長さ0.9メートルの USB充電ケーブル×1
•   カスタマイズされたケーブルタイ×1
•   イヤホーンバッグ×1
•   取扱説明書×1 21



使用説明
ペアリング：本製品を初めて使用する際、Bluetooth再生装置
（例えば、スマートフォン）をペアリングする必要があります。
1. 電源オフの状態で、Aボタンのインジケータライトが赤と青に
点滅するまで、C（MFB）ボタンを長く押してください。
2. お使いのスマートフォンまたはほかのBluetooth再生装置の
Bluetoothスイッチをオープンし、周りのBluetoothデバイス
を検索します。
3. お使いのスマートフォンまたはほかのBluetooth再生装置で、
検索されたデバイス「INATECK BH1001」を選択し、ペアリン
グを完成させます。同時に、イヤホーンからペアリング成功
という提示音が響きます。（ペアリングの間に、ペアリングコ
ードが必要とされる場合は、「0000」を入力してください。）

お好きな音楽を楽しめます。
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イヤホーンを介して電話に出る操作方法

音楽再生するモードでは、電話が入っている場合、（C）MFBボ
タンを押すと、電話に出ることができます。もう一度押すと、電
話を切ることができます。MFBボタンを長く押すと、電話を拒
否することができます。
ご注意:
もちろん、直接にスマートフォンで電話を出たり、切ったり、拒
否したりできます。

日常使用
電源オフの状態で、C（MFB）ボタンを押して、本製品を起動する
と、前回ペアリング成功されたデバイスを自動的に検索し、ペア
リングを完成されます。その後、お使いのスマートフォンまたは
ほかのBluetooth再生装置でお好きな音楽を再生できます。
ご注意: 
このイヤホーンの両端にはマグネットが内蔵されているので、
左と右のイヤホーンがマグネットによってお互いに吸い取られ
た時、イヤホーンは音楽再生を一時停止になります。
スポーツが終わりましたら、イヤホーンをお互いに吸い取らせ
れば、このイヤホーンを首に飾るアクセサリーとして変身できま
すし、紛失するご心配もなくなります。

Hello
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バッテリーのインジケータ スピーカーの状態を表示する
イヤホーンがペアリングモード
に入るのを待っている
充電中

フル充電

イヤホーンが動作またはスタ
ンバイする状態に入る
バッテリーの残量が少なく、充
電が必要になる

インジケータライト（Aボタン）のLED
が赤と青に点滅する場合
インジケータライト（Aボタン）のLED
が赤と点灯する場合
インジケータライト（Aボタン）のLED
が青と点灯する場合
インジケータライト（Aボタン）のLED
が5秒ごとに青と点滅する場合
インジケータライト（Aボタン）のLED
が20秒ごとに赤と点滅する場合

このスポーツイヤホーンを充電する方法

1. 付属のMicroUSBケーブルを介して、イヤホーンとUSB充電器
を接続してください。
2. すべての出力電圧5VのUSB充電器は利用できます。
3. フル充電（3時間ぐらい）完成した後、再生音楽の種類や音量
によって、このBluetoothイヤホーンは7時間ぐらい連続再生
できます。

（ACアダプタはパッケージに含まれていません）
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トラブルシューティング

ヒント:
•  電池節約モード: このBluetoothイヤホーンが動作してい
る状態では、5分間Bluetoothペアリングがない場合は、
自動的にシャットダウンされます。
•  充電器提供しない原因: ほとんどのスマートフォン（apple \ 
android \ windows）のUSB充電器は5V/1Aの充電標準に
対応し、タブレットのUSB充電器は基本的に5V/2Aに対応
しているので、このスピーカーを効率良く充電できます。
同じようなものの再購入、工業が環境に与える破壊を減
少するために、本製品の充電器を提供しません。

1. Bluetoothイヤホーンが起動できない時の解決策
•  この場合、イヤホーンの内蔵バッテリーには電力が使い果
たされた可能性があります。
•  付属のUSBケーブル（正常利用可能のACアダプタまたはPC）
をイヤホーンに接続し、イヤホーンを起動する前に、最低
一時間連続充電してください。

2. BluetoothイヤホーンはデバイスにペアリングまたはAUXを
介して接続できない時
•  お使いのBluetoothスマートデバイスはA2DPプロファイル
をサポートするかどうかをご確認ください。
•  お使いのスマートデバイスのペアリングリストから「Inateck 
BH1001」を削除し、デバイスとスピーカーをもう一度接続
します。
•  ペアリング接続する前に、お使いのBluetoothデバイスやイ
ヤホーンはほかのデバイスと接続していないことをご確認
ください。そして、デバイスをイヤホーンに近づいてみてく
ださい。
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ほかの情報

3. このBluetoothイヤホーンを通して音楽を再生する時、音が途
切れたり、Bluetoothが途切れたり、爆発音が出るなどの状態が
発生する場合
•  Bluetoothの干渉源を検索し、ある場合はお使いのBluetooth
デバイスやイヤホーンから離れた場所においてください。
•  擬似干渉源のデバイスをBluetoothデバイスやイヤホーン
から10メートル離れた場所においてください。
•  Bluetoothデバイスやイヤホーンの置く位置を調整してくだ
さい。
•  擬似干渉源のデバイスの電源をオフにしてください。
•  BluetoothデバイスやBluetoothイヤホーンを金属性の物体
の上または中に置かないでください。
ご注意:
Bluetoothワイヤレス技術の特徴により、Bluetooth発送のデ
バイスから信号を受ける方のデバイスに信号を発送し、音楽
を再生する時、一定的な時間遅れが発生する可能性があります。

安全使用に関する情報
大変お手数ですが、Inateck製品をご利用する前に、少々お時
間をかけて、次の注意事項をご覧ください。

•  Bluetoothモードでは、このイヤホーンの最大伝送距離は10
メートル（開放的な空間が最適。壁およびその結構はデバ
イスの伝送距離に影響を与える）です。この範囲を超えて
いないことを確認し、デバイスをBluetoothイヤホーンの
近くにおいてみてください。
•  MFBボタンを押して、このイヤホーンを再起動してみてくだ
さい。
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規格
Bluetooth 4.1
CSR8645
2402-2480 MHz
100mAH 
8mm、16オム、3mW
お使いのBluetooth デバイス（ラップトッ
プ、PC、スマートフォンなど）のメーカーか
ら提供された説明書またはオフィシャルサ
イトの内容をご参考ください。
SBC, APT-X
Bluetoothの伝送範囲は、障害物がない場
合は10-15メートルまでです。壁や建築構
造は、装置の範囲に影響を与えることがで
きます。

Bluetooth バージョン
Bluetoothチップセット
動作周波数
バッテリー容量
増幅器出力
ヒント

対応Codec
Bluetoothサポートの範囲

内蔵バッテリー
•  内蔵バッテリーを解体したり、開けたり切り裂いたりしないで
ください。
•  このバッテリーを高温環境（例えば、日差しまたは火のそばに）
に置かないでください。

Bluetoothデバイスに関する付加ガイドライン
•  ワイヤレスデバイスの短波無線周波数信号は、他の電子医療
機器の操作に損害を与えることがあります。
•  ワイヤレスデバイスが禁止されている区域では本製品の電源
をオフにしてください。自動ドア、自動火災報知器や医療施
設、航空機、給油ポイントおよびその他の自動制御機器の近
くでは本製品を使用しないでください。
•  本製品をペースメーカーやその他の医療装置から20cm以上
離れて使用してください。ワイヤレス電波は、ペースメーカー
や他の医療機器の操作に損害を与えることがあります。
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互換性に関する免責事項
ワイヤレス性能は、お使いのデバイスのBluetooth無線技術に
よって決められます。 （お使いのデバイスの製造元のマニュア
ルをご参照ください。）Inateckは、これらのデバイスを使用す
ることによって発生した任意のデータの損失または漏れについ
ては一切の責任を負いません。

ドイツ

電話：+49 342-07673081    Fax：+49 342-07673082

営業時間：平日午前9時 - 午後5時（CET）

Eメール：support@inateck.com

公式サイト：http://www.inateck.com/de/

住所： F&M TECHNOLOGY GmbH, Montgolfierstraße 6, 

04509 Wiedemar

連絡先

米国

電話：+1 513-644-9712

営業時間：平日午前9時 - 午後5時（EST）

Eメール：support@inateck.com

公式サイト：www.inateck.com

住所： F&M Technology LLC, 9852 Crescent Park Drive, 

West Chester, OH 45069 USA

日本

Eメール： support@inateck.com

公式サイト： www.inateck.com/jp/

住所： F＆M株式会社 東京都昭島市拝島町三丁目10番3号 
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