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キャリーケース

開けるときは, 柔ら
かいシリコンの部分
を親指でやさしく
押さえてください. 
端に隙間ができた
ら, フタを手前に引
いて取り外します.

閉めるときは, フタの一方の角を
はめてから, 反対側の角を滑り込
ませるようにしてください.
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キャリーケースの内容

充電ケーブル 

アクセサリパケット 

大 x2中 x2小 x2

コード管理用クリップ
(下記に説明)
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従来型の アンダーイヤー 装着オ
プションから始めて, ユーザーに
合ったサイズを決めます

基本事項
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左右の方向
イヤーチップの角度は, ユーザーの外耳道の方向に従い
内側 (前方向) になっていることに注意してください.
これは, 後ほど説明するオーバーイヤーでは左右の方向
が逆になることを意味します.

アンダーイヤーに装着する場合:
コントローラは右側

左 右
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優れたサウンド性能は正しいサイ
ズのイヤーチップの選択に左右さ
れる
優れたサウンドで聴くことが大切です. 適切な
状態に設定してください.
一人一人の耳の形は違うため, 必ず全てのサイ
ズのイヤーチップをお試しください. 耳の大き
さに最も合ったイヤーチップをご使用いただ
くことで, 快適な装着感と最適なサウンドクオ
リティをお楽しみいただけます.

シリコン製イヤーチップ

COMPLYTM プレミアムスポー
ツフォームイヤーチップ
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3 4

耳を少し引っ張り, フォームチッ
プ全体を耳に挿入します.

フォームが拡大して耳をしっかり
覆うようになるまで, チップを
15-30秒, 所定位置で保ちます.

15-30
秒

ComplyフォームチップをX2の
スピーカーハウジングにスライ
ドさせます.

1 2

指で回してComplyフォームチッ
プを押し入れます. 

COMPLYTM

プレミアム Comply™ 
フォームイヤーチップ
は, 最高の雑音遮断と
心地良さをご体験いた
だけるようJaybird X2
専用に設計されていま
す.
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3 4

耳を少し引っ張り, フォームチッ
プ全体を耳に挿入します.

フォームが拡大して耳をしっかり
覆うようになるまで, チップを
15-30秒, 所定位置で保ちます.

15-30
秒

ComplyフォームチップをX2の
スピーカーハウジングにスライ
ドさせます.

1 2

指で回してComplyフォームチッ
プを押し入れます. 

Premium Ear Tips

快適な装着: チップが拡大してユーザーの耳
の形に合うように装着されるため, 耳から外
れることがありません. ジムでのエクササイ
ズ中, 坂の上り下り中, 移動中などユーザーが
何をしていても, イヤホンは快適に装着され
たままです.

ソフトな心地良さ: 独自の形状記憶性フォー
ムが一日中心地良さを提供し, その一方で耳
への刺激や疲れは解消されました. 

雑音遮断: 雑音の多い環境でも音量を上げる
ことなく, お好きな音楽を楽しむことができ
ます. 

オーディオ体験: 耳を最適に塞いでサウンド
が直接外耳道に送られるため, 音を楽しむ体
験が今までとは一変します.
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イヤホンが耳から少し滑り落ちる場合があ
ります. この状態が生じると低音が失われ
るため, 快適に装着するイヤーフィンを使
って所定の位置に固定し, 最高のサウンド
を楽しめるようにしてください.

快適に装着するイヤーフィンで固定
できます
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快適な装着

気に入ったサイズの快適に装着する
イヤーフィンを図に示すように取り
付けます.

装着／サイズ選択に関するガイダン
スは次の2ページをご覧ください.
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快適に装着するイヤーフィンを完全にスライドさせてLEDに被るようにします
(ご心配なく. LEDはイヤーフィンを通しても明るく光ります)
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アンダーイヤ
ー: コントロー
ラは右耳

図に示すように, イヤ
ーフィンの先端を耳の
くぼみの上部に固定し
ます.

イヤークッションが耳
のくぼみの下部, 後部, 
上部と接触して快適に
装着されるはずです. 
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サウンド確認
ヘッドホンと音楽デバイスをペア
リング (設定) させ, 音楽を再生し, 
各サイズのイヤーチップを試して
最高の装着感とサウンド性能を見
つけてください.

X2の高品質なオーディオを享受す
るには, 適切に耳を塞ぐことが必要
不可欠です. 

ペアリングにヘルプが必要な場合?
ペアリングの全詳細は29～32ペー
ジをご覧ください.

赤色/緑色が交互点滅

4秒押し
てペアリ
ング

音声プロンプト:
「検索中 ...」

ON
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お楽しみください
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オーバーイヤー装着オプション
jaybirdsport.com/manualsからチュートリアルビデオ
をご覧いただけます

高度
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左右の方向
注: イヤーチップの角度は, ユーザーの外耳道の方向に従い
内側 (前方向) になっていることに注意してください

オーバーイヤーで装着す
る場合:
コントローラは左側
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快適な装着
気に入ったサイズの快適に装着する
イヤーフィンを選び, 先細りした端
部がコードの隣に来るように逆方向
に取り付けます.

重要: オーバーイヤーモードでの
サイズ確認は難しかったり別の
Jaybird製品とは異なる場合がある
ため, 最初にアンダーイヤーモード
で気に入ったサイズを確認してくだ
さい. 
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コード管理用クリップ
オーバーイヤーモードでは必要となるコードがより短
くなるため, 装着前にコード管理用クリップを取り付
けて余分なコードを固定し, 個人に合わせて装着して
ください.
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コードの中間部分で「S」字を描きます.
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図に示すように, 最後の丸みのあるスロットは無
視して, 3つあるスロットの2つにコードを挿入し
ます.
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—  人差し指を使ってイヤーフィンの先端を所定の位置に押し, イヤホンを固定し
て, ヘッドホンを装着します(初回は鏡を見ながら装着するのが楽です).

—  イヤホンが固定されたら, コードマネジャーの位置を調節します (当然ながらき
つく引っ張り過ぎるとイヤホンが外れるため,少し余裕を持たせてください.)
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ヘッドホンを外し, コードを最後の丸みのあるスロットに挿入してからヘッドホ
ンを再び装着します. これで準備が整いました. 
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お楽しみください
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詳細な取扱説明
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同梱物 充電
— X2 Bluetooth ヘッドホン
— Jaybird スポーツキャリーケース
— シリコン製イヤーチップ3組
   (S, M, L)
—  ComplyTM プレミアムフォームイヤ

ーチップ3組 (S, M, L)
— イヤーフィン3組 (S, M, L) 
— コード管理用クリップ2本
— USBケーブル

使用前のバッテリーの充電が推奨されます
が, 必要なわけではありません. X2充電済み
の状態で出荷されますが, 初期充電の状態
は様々です.

X2バッテリーのステータスを確認する
には, iPhone画面の右上隅にあるこの
Bluetoothヘッドセットのバッテリーステ
ータスアイコンを探してください.
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音声プロンプト
「バッテリー低」

LEDステータス 

マイクロ
USB充電 ヘッドホンはオンになっているか? 

バッテリーは低いか?

バッテリーが切れる
約15分前

赤色: 充電中
緑色(USBケーブルが接続された状態): 充電済み
赤色+緑色が交互: ペアモード
点灯なし: スタンバイ／再生モード／電源オフ

爪ほどに薄いくぼみ部分を探
してバックカバーを外し, マイ
クロUSB充電ポートを開きま
す. 2時間以上完全充電した場
合の再生時間は8時間です. 30
分充電した場合の再生時間は
90分です.

スタンバイ* モードの場合は + または–を押して, LEDの
状態を確認します:
緑色 = 電源オンかつ充電済み
赤色 = 低バッテリー
点灯なし = 電源オフ

*スタンバイモード: 電源オンだがデバイスは接続されていない



28

ヘッドホンと電話/音楽デバイスとのペア
リング (設定)
1.  ヘッドホンの電源をオフにし, 音楽デバイスから1メートル(3フィート)以内の位置から, 

ステータスインジケータが赤色/緑色に交互に点滅し, 音声プロンプトが「音楽デバイス
を検索中」と伝えてくるまで, 4秒以上センターキーを押し続けます.

2.  電話/音楽デバイスでBluetoothの電源をオンにし, Bluetoothデバイスを検索させます 
   (詳細については, 電話/音楽デバイスのマニュアルの取扱説明書をご確認ください).

3. 「X2」を確認して選びます (プロンプトされた場合はパスコード0000を入力).

4. X2の音声プロンプトが「ヘッドホンが接続されました」と伝えます. 

5.  ペアリングが成功しなかった場合は, センターキーを4秒以上押してヘッドホンの電源を
オフにし, 上述の手順を繰り返します. 
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4秒押して
ペアリング
する

ペアモード: 
LEDは赤色/緑色で交互に点滅

音声プロンプト: 
「電源オン」と聞こえたら,「音楽デバイスを検
索中 ...」と聞こえるまで押し続けます
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BLUETOOTHアダプターとのペアリング
1. ヘッドホンと携帯電話を互いに1メートル(3フィート)以内に置きます.

2. 前ページで説明したように, ヘッドホンをペアモードにします.

3. BAUユニバーサルBluetoothアダプターを使用している場合は, アダプターもペアモード
   にします (BAUマニュアルを参照のこと).

4. Bluetoothアダプターを音楽デバイスに差し込み, 曲を再生します.

5. ヘッドホンとアダプターが自動的にペアリングされます (アダプターのパスコードは
   0000である必要があります).

6. ペアリングと接続の後, ヘッドホンは「ヘッドホンが接続されました」と伝えます.
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複数のBLUETOOTHデバイスとのペアリング
ペアリング情報が削除されない限り, ペアリングされたデバイスは互いを記憶するため, 再
びペアリングする必要はありません. X2は, 8種の電話/音楽デバイスをペアリングするこ
とができます. ヘッドホンを別の電話/音楽デバイスと設定するには, 前ページに説明した
手順を繰り返します. 9種目の電話/音楽デバイスがペアリングされると, 最も古いペアリン
グ情報が削除される点にご留意ください. X2は最近接続されたデバイスに接続します. 別
のペアリングされた電話/音楽デバイスを使用したい場合は, 現在のBluetoothデバイスの
Bluetooth機能を切り替えてから, Bluetoothデバイスリストから「X2」を選んで「接続」
を押して別の電話/音楽デバイスに接続します. 元々ペアリングされたデバイスを戻して再
び接続し, デバイス間で切り替えを行います.
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ON

コントロール 押す 1秒押す

電話からX2に切り替える,
2回目の電話に出る, 電話を終了する

1回目/2回目の電話を拒否する, 2つ
の通話間で切り替える, 音声ダイアル

リダイアル

追加的なセンターボタンの電
話コマンド

4秒押す

OFF

電話を消音/消音解除: + & -を押す
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仕様
Bluetoothバージョン V2.1 + EDR (新しいバージョンではヘッドホンをご利用いただけません)

SBCコード カスタム化SBCコードはAPT-Xを要することなくハイファイを提供

プロファイル ハンズフリーv1.6, ヘッドセット v1.1, A2DP v1.2およびAVRCP v1.4

有効範囲 10メートル (30フィート)

操作時間 音楽&電話は最長8時間

スタンバイ時間 最長250時間

入力電圧 DC  5V  100mA

充電時間 約2時間

サイズ イヤホンサイズ23x13 mm, コード長さ: 540 mm

重量 約13 g
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保証, 使用上のご注意, および保守
保証, 使用上のご注意, 保守の全詳細はjaybirdgear.com/warrantyをご覧ください
+1.866.244.3399

警告: ヘッドホンは外界から孤立させるという特徴があるため, 運転中,自転車に乗っている間, または車両交通が存在する時, あるいは
周辺音が聞こえないと危険なその他の活動中は使用しないでください. 過度の音量でのヘッドホンの使用は, 永久的な聴覚障害を招く
場合があります. 使用前には常に音量を下げてください. 外耳道に物体を挿入することに関しては注意し, 各自の責任で行ってください.

Copyright 2012 JayBird Gear LLC.  All rights reserved.  JayBird, およびJayBirdロゴはJayBird Gear LLC. の商標です. 
BluetoothはBluetooth SIG, Inc. USAが所有する商標であり, JayBird Gear LLC.にライセンス供与されています. iPhoneは米国および
諸外国で登録されたApple, Inc.の商標です. 欧州特許番号EP1410607B1および対応する外国特許に従い製造. 組立地: 中国.

本デバイスはFCC規則第15部に準拠しています. 操作は以下の2つの条件に従います: (1) 本デバイスによって有害な干渉は生じない, 
および (2) 本デバイスは望まない操作を起こす干渉を含めて, 受信したいかなる干渉をも享受する必要がある. 
デバイスへの変更または修正が行われた場合は, デバイスを操作するユーザーの権限が無効になります. バッテリーはリサイクル可能. 
爆発を起こす場合があるため, バッテリーは焼却しないこと. 
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お手数ですが, 汗による故障に対
する無期限保証の登録を行ってく
ださい.
jaybirdgear.com/intheclubnow
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過剰な音量・長時間の使用は避けて
ください. ヘッドホンを使用しながら
運転しないでください. 
.

責任をもって音楽を聴

お楽しみください




