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ようこそ

JAYBIRD X3をお買い上げいただき、
ありがとうございます。汗をかきなが
ら音楽を聴くことができます。
詳しくはこちらjavybirdsport.com/support/のビデオでご覧ください。

製品のインストールまたは使用の前に、重要な製品安全情報についての安全警告をご覧ください。
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USB充電ケーブル 
+ 充電用クリップ

シリコン製イヤーフ
ィン (S、L)

コード用クリップ

シャツ用クリップ

キャリーケース

シリコン製イヤーチ
ップ (S、L)

Comply™ アイソレーション・
イヤーチップ (S、M、L)

シリコン製
イヤーチッ

プ (M)   

シリコン製イヤーフィ
ン (M)

マイクロフォン

LED

同梱物

音量 +

音量 -

電源



3

充電／バッテリーステータス

A 同梱の充電用クリップと
USBケーブルをUSB電源
に差し込みます。

 B 充電中は赤色のLEDが表示さ
れ、100%充電されると緑色
になります。

5VのUSB電源からイヤホンに充電することをお勧めします。電源供給が5.5ボルト以上の壁のコンセントに直接
さしこむアダプター／自動車のアダプター／充電器はJaybirdのイヤホンを損傷する恐れがあります。

2.5時間 充電すると
再生時間は 8時間、

20分間 充電すると
再生時間は 1時間。
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充電／バッテリーステータス

音楽を再生していない時に音量 + または
音量 – を押すとバッテリーレベルが表示
されます。*

LEDは、10%以上のバッテリーが
残っている場合は緑色が一回点滅
し、10%以下の場合は赤色が一回点
滅します。

電話およびMySoundアプリでも、バ
ッテリーステータスを表示します。

*  スタンバイモード：電源がオンで、音楽を聴いたり
電話していない場合。
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電話／音楽デバイスの
Bluetoothをオンにし、そ
のデバイスがBluetoothデ
バイスを活発に検索中であ
ることを確認します。

A

B X3の電源を切り、LEDが
赤色／緑色で点滅するま
で電源ボタンを押し続け
てください。音声プロン
プトが「SEARCHING 
FOR YOUR MUSIC 
DEVICE」 (音楽デバイス
を検索中) と伝えます。

ペアリング
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検索されたデバイスリストから
「Jaybird X3」を選びます。C

X3音声プロンプトが次のよう
に伝えますz「HEADPHONES 
CONNECTED」 (ヘッドホンが
接続されました)。これで音楽を
聴く準備が整いました。

D

ペアリングが成功しない場合は、
「POWER OFF」 (電源オフ) と伝えら
れるまで電源ボタンを押してイヤホンの
スイッチを切ってから、上述のステップ
を繰り返してください。

注: X3イヤホンの電源を初めて入れる時
またはリセット後は、ペアリングモード
になります。

ペアリング
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ぴったりフィットさせるには

Jaybird X3の使用状況にあわせて装着
を選択することをお勧めします。

使用状況に応じた設定を選択する

オーバーイヤー   

ス

ポーツフィット

ア

ンダ
ーフィット

 

カ

ジュアルフィ
ッ

ト
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ぴったりフィットさせるには
1. フィンを設定する

インラインリモートが
左側に来るようにし
て、X3を前に置きま
す。フィンの「L」字が
インラインリモートと
同じ側に来るように、
フィンを取り換えま
す。

A
図に示すように、
ケーブル側を向く
ようにフィンを回
転させます。

B
インラインリモー
トが左側に来るよ
うにして、耳の上
にX3をかけます。

C

オーバーイヤー   

ス
ポーツフィット
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ぴったりフィットさせるには
2. サイズに合ったチップとフィンを見つける 左

右

まず取付け済みの中型のチップとフィンを使って、耳にか
けないで、耳内部にイヤホンをしっかり固定してみてくだ
さい。

A

イヤホンが快適に感じられない、または緩いと感
じる場合は、別のサイズのチップおよび／または
フィンを試してみてください。Comply™ フォー
ムチップを試すことも、フィンを全く使わないこ
とも可能です。いろいろな方法を試して、ぴった
りフィットする装着方法を見つけてください。

B

快適に装着できたら、
ステップ3に進みます。C

オーバーイヤー   

ス
ポーツフィット
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3. コードクリップ

X3を前に置き、図に示すようにコードクリッ
プを合わせます。A

上部と下部のコードを外方向に引いて、コード
が余りすぎないように、後頭部にぴったり合う
長さにしてください。

B

最後の輪の部分をコードクリップに入れ、しっ
かりと引きます。C

ぴったりフィットさせるには

オーバーイヤー   

ス
ポーツフィット
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Jaybird X3を通常使用するには、耳にかけ
ない設定をお勧めします。

ぴったりフィットさせるには

ア

ンダーフィット
 

カ

ジュアルフィッ

ト
 

オー
バーイヤー   

ス

ポーツフィッ

ト
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ぴったりフィットさせるには
1. サイズの合うチップとフィンを見つける

左

右

まず取付け済みの中型のチップとフィンを使って、耳にかけな
いで、耳の内部にイヤホンをしっかり固定してみてください。
インラインリモートが右側に来るようにしてください。

A

イヤホンが快適に感じられない、または緩いと感じる場合は、
別のサイズのチップおよび／またはフィンを試してみてくださ
い。Comply™ フォームチップを試すことも、フィンを全く使わ
ないことも可能です。いろいろな方法を試して、ぴったりフィッ
トする装着方法を見つけてください。

B

快適に装着できたら、使用準備
は完了です。C

ア

ンダーフィット
 

カ
ジュアルフィッ

ト
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ぴったりフィットさせるには
2. シャツ用クリップ

同梱のシャツ用クリップを使っ
て、X3イヤホンをシャツの後ろ側
に固定します。 

クリップの長い方がシャツの表側
に来るようにします。

ア

ンダーフィット
 

カ
ジュアルフィッ

ト
 



14

詳細な取扱説明
ボタン機能

オン／オフ

X3の電源をオン／オフする
には、電源ボタンを約4秒押
してください。音声プロン
プトが、「POWER ON」 (
電源オン) または「POWER 
OFF」 (電源オフ) と伝えて
きます。

4秒押す
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音楽鑑賞

音量 +

再生／停止

音量 -

トラック送り

音声コマンド

トラック戻し

歌やビデオを再生または停止するには、電源ボタンを短く押してから離します。
歌をスキップするには、Vol. + ボタンを1秒押します。
トラックに戻るには、Vol. - を1秒押します。
音量 + または -を変えるには、Vol. + または Vol. - ボタンを1秒押します。
音声コマンドを起動する (SiriまたはGoogle Now) には、電源ボタンを1秒押します。  

短く押す 1秒押す詳細な取扱説明
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詳細な取扱説明
電話

電話に出る 電話を拒否する リダイアル

消音／消音解除

電話を切り替える

電話に出るには、電源ボタンを短く押します。
電話を拒否するには、電源ボタンを1秒押します。
電話を消音または消音解除するには、Vol. - ボタンを1秒押します。
電話番号にリダイアルするには、電源ボタンを2回押します。*
電話のスピーカーからX3イヤホンに切り替えるには、Vol. + ボタンを短く押します。

*スタンバイモード：電源がオンで、音楽を聴いたり電話していない場合。

短く押す 2回押す1秒押す
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詳細な取扱説明
MYSOUNDアプリ

DASHBOARD DISCOVER PROFILE

+
CUSTOMIZE

JAYBIRD SIGNATURE

WARMTH

WARMTH

REMOVE SHARPNESS

JAYBIRD ENHANCED

EXTENDED LISTENING

R & B FREAK

60%

Jaybird X3

HEADPHONES

MySoundを使えば、X3イヤホンでサウンドプロフィールをカスタ
マイズすることができます。

新しいサウンド設定はイヤホンに保存されるため、どこでもどの
デバイスを使用する場合でも、カスタムサウンドを聴くことがで
きます。
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詳細な取扱説明
MYSOUNDアプリ

DASHBOARD DISCOVER PROFILE

HISTORY

SAVE

Jaybird X3

60%

HEADPHONES

注: MySoundアプリ
はJaybird X3および
Freedomと併用できま
す。その他のメーカーや
より古いバージョンの
Jaybirdイヤホンには対応
していません。

MySoundアプリからサウ
ンドプロフィールにさら
に低音を追加すると再生
時間が短くなります。

SAVE (保存)
お気に入りのサウン
ド設定に簡単にアク
セスできるよう、新
しいプリセットをダ
ッシュボードに保存
します。

HISTORY  
(履歴)
変更履歴を追跡し
ます。

DEVICE  
(デバイス)
接続されているデ
バイスやバッテリ
ーステータスを表
示します。

MUSIC (音楽)音
楽がデバイスで再生
されているかどうか

を表示します。

DISCOVER  
(発見)

アスリートや他のユ
ーザーのプリセット
を見つけることがで

きます。

SOUND (サウンド)サ
ウンド設定をカスタマイ

ズします。変更はX3イ
ヤホンに保存されます。
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詳細な取扱説明
マルチポイント – 複数のデバイスへの接続

マルチポイントで、2台のデバイスに同時に接続できます。例えば、ラップトップと携帯電話に
接続することが可能です。ラップトップで音楽を聴きながら、携帯電話にかかってきた電話に出
ることができます。

X3イヤホンが両方のデバイスとペアリングされ接続されていることを確認しま
す。5～6ページのペアリングに関する取扱説明に従ってください。

接続したいデバイス2台のみの電源がオンになっており、近くにあること
を確認します。

X3はペアリングされた
Bluetooth® デバイスを最高
8台まで記憶し、一度にデバ
イス2台に有効に接続するこ
とができます

1

2
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詳細な取扱説明
SHARE ME    

ShareMe (シェアミー) 機能では、あなたが聴いている音楽を別のX3イヤホンでも聴くことができます。

両方のX3イヤホンの電源
を入れます。A 1台のデバイスのみを音楽デバイスに接続します。

2台目のデバイスはどのBluetoothデバイスにも接続
されていないことを確認します。

B

オン
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詳細な取扱説明
SHARE ME    

ShareMe (シェアミー) 機能では、あなたが聴いている音楽を別のX3イヤホンでも聴くことができます。

接続されたイヤホンの「VOL +」を押し続け、両
方のイヤホンのLEDが赤色／緑色で点滅するまで
2台目のイヤホンの「VOL -」を押し続けます。

C LEDが点滅しなくなり、「Headphones Connected」 
(ヘッドホンが接続されました) と伝えられたら、両方の
イヤホンが接続されたことになります。音楽を再生して
体験の共有をお楽しみください。

D

押し続ける



22

詳細な取扱説明
スマートウォッチ

アップルWatchOS アンドロイドWearサムスンTizen

対応のスマートウォッチをお持ちであれば、電話を自宅に置いたままでも大丈夫です。必要なのは、音楽を
スマートウォッチと同期させ、X3をスマートウォッチにペアリングするだけです。Bluetoothデバイスとの
ペアリング方法については、スマートウォッチのユーザーマニュアルをご覧ください。
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トラブルシューティング 
イヤホンが反応しない場合は、充電用クリップとUSBケーブルを電源に接続してください。これにより
イヤホンの電源が切れ、ソフトリセットが実施されます。
それでも問題が解決しない場合は、イヤホンを工場出荷時設定にリセットすることをお勧めします。

注:イヤホンがリセットされたら、デバイスと再びペアリングする必要があります。デバイスのBluetoothメ
ニューからJaybird X3を「FORGET」 (忘れた)  または 「REMOVE」 (削除) を選択してください。デバ
イスの再ペアリングについては、5～6ページのペアリングに関する取扱説明に従ってください。

イヤホンをペアリングモー
ドにします。イヤホンの電
源を切ってから、赤色／緑
色のLEDが交互に表示され
るまで電源ボタンを4秒以
上押し続けてください。

1 LEDが赤色／緑色に
点滅している間に、
電源ボタンを2回押し
ます。

2 LEDがオレンジ色
となり、イヤホ
ンの電源が切れま
す。

3
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仕様 

Bluetoothバージョン 4.1、マルチポイント
Codec AAC、SBC、修正版SBC
プロファイル ハンズフリー、ヘッドセット、A2DP、AVCRP、SPP
有効範囲 10メートル (30フィート)
再生時間 8時間* 
スタンバイ時間 110時間*
入力電圧 Bluetoothヘッドセット:  5V   0.5A
充電時間 2.5時間
クイック充電 20分= 1時間の再生時間
寸法 イヤフォンサイズ：27 x 24 mm、コード長さ：490 mm
重量 約13 g

* 再生時間とスタンバイ時間は、使用状況によって異なります。MySoundアプリからサウンドプロフィールにさらに低音を加えると、再生時間は短くなります。
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保証、警告、安全性
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。110Vまたは220Vの主電圧からの電源に接続されている間はこのデバイスを着用しないでください。

Copyright 2016 Jaybird, LLC。All rights reserved. Jaybird、およびJaybirdロゴはJaybird, LLCの商標です。Bluetooth
はBluetooth SIG, Inc. USAの商標であり、Jaybird, LLCにライセンス供与されています。iPhone、iPadおよびiPodは、米国
および諸外国で登録されたApple, Inc.の商標です。Apple Storeは、Apple Inc.のサービスマークです。その他のすべての商
標はそれぞれの所有者に帰属します。Androidは米国および諸外国のGoogle Inc.の商標です。Freebit 特許番号EP2177045
、US8630436、US8976995および対応する外国特許に従い製造。組立地：マレーシア。

イヤーチップの清掃
Jaybirdイヤホンのイヤーチップを清潔な状態に保つことは、安全で衛生的な使用にとって大切です。

重要: 必ずイヤーチップをヘッドホンから外してから、イヤーチップを清掃してください。Jaybirdイヤホン内部の壊れやすい回路
を濡らすと、永久的な損傷の原因となる場合があります。

1.  一方の手でイヤーチップをしっかり掴み、もう一方の手でイヤホンを掴みます。イヤーチップをイヤホンから慎重に取り外しま
す。

2.  ぬるま湯で濡らした布に刺激の少ない石鹸をつけて、イヤーチップのほこりや耳垢を取り除きます。刺激の強い洗浄剤は使用し
ないでください。

3. イヤーチップを洗い流し、完全に乾燥させてから、イヤホンに再び取り付けてください。
4. イヤーチップをイヤホンに慎重にはめ戻します。
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大きな音量で長時間連続的に使用しないでくださ
い。大音量での長時間の使用は、永久的な聴覚障害
の原因となることがあります。

ヘッドホンを使用しながら運転しないでください。

ビデオによる取扱説明： jaybirdsport.com

責任をもって音楽を聴きましょう


