
TB308K　
Bluetooth ステレオレシーバー　取扱説明書

ペアリング

接 続

初めてご使用の際には、携帯電話機と本製品をそれぞれ
接続相手として登録（ペアリング）する必要があります。

一度ペアリングすれば、次回からペアリングする必要はありません。

警　告
・本製品を両耳に装着した状態で自動車やバイク、自転車などの運転
　は絶対にしないでください。交通事故等の原因となります。
・車を運転中の操作は、事故を招く危険な行為ですので絶対にお止め
　ください。
・本製品を接続する携帯電話機のマニュアルをよくお読みの上、各メ
　ーカーが定める手順に従ってください。
・万一、本製品から漏れ出た液が目などに入った場合は、きれいな水
　で洗い流し、すぐに医師の治療を受けてください。
・本製品のプラグ、ジャックの端子をショートさせないでください。
　発熱、破裂、発火やケガの原因となります。
・本製品を水で濡らしたり、雨の中で使用しないでください。
・液体や異物などが内部に入った場合は、すぐに使用を中止し、電源
　をお切りください。
・濡れた手で本製品及び付属品に触れないでください。感電する危険
　があります。
・小さなお子様の手の届かない場所に保管してください。誤飲、窒息
　等の恐れがあります。
・病院や交通機関の一部など、高周波無線機の電源を切ることが義務
　づけられてる場所では、本製品の電源をお切りください。
・本製品を落としたりぶつけたりして、強いショックを与えないでく
　ださい。
・本製品の分解、改造などは絶対におこなわないでください。それら
　に起因するトラブルに関しましては、当社では責任を負いかねます。
・航空機に搭乗する際は、事前に本製品の電源を切り、機内では絶対
　に使用しないでください。
・USBコードは、必ず付属品をご使用ください。付属品以外のUSBコ
　ードをご使用になると、電圧や端子の極性が異なる場合があり発煙
　や発火の恐れがあります。
・煙、異臭、発熱など異常を感じたらすぐに使用を中止し、電源をお
　切りください。

注　意
・本製品はBluetoothの各プロファイル（HSP,HFP,A2DP,AVRCP)対
　応の携帯電話機と接続して使用することを目的に設計されています。
　Bluetooth機能を搭載していない携帯電話機ではご使用になれませ
　ん。
・本製品は電波による通信機器です。電波状況や携帯電話機の電池残
　量、及び消耗状態、本製品の内蔵電池の残量、及び消耗状態など条
　件によって、本取扱説明書記載の機能、動作の一部働かない場合が
　あります。予めご了承ください。
・車内でのご使用の際、車のエアバック作動の範囲内に本製品を置か
　ないでください。また、ダッシュボード上やエアコンの吹き出し口
　など、直射日光が当たる場所や高温になる場所には放置しないでく
　ださい。
・次の場所では保管及び使用しないでください。｢強い磁界が発生す
　る場所｣｢静電気が発生する場所｣｢温度や湿度が高い場所｣｢火気の周
　辺、熱気のこもる場所｣｢漏電、漏水の危険がある場所｣
・静電気による破損を防ぐため、本製品を触れる前に、身近な金属
　（ドアノブやアルミサッシなど）に手を触れて、身体の静電気を取
　り除くようにしてください。
・本製品を使用し、万一携帯電話機内の各種データが破損、消失しま
　しても当社では一切の責任を負いかねます。必ず、バックアップデ
　ータをお取りになりご使用ください。
・本製品をポケットやバッグの中に入れ持ち運ぶ際には、必ず電源を
　切ってください。ボタンが押されますと、携帯電話機が誤作動する
　原因となります。
・携帯電話機及びアプリケーションにより本製品の操作に対応しない
　場合があります。
・本製品は日本国内の携帯電話通信会社から発売された携帯電話機専
　用です。それ以外の電話機では使用しないでください。
・お買い上げの際のレシート等は大切に保管してください。万一の製
　品不良による修理または交換時に必要となります。
　（保証期間/お買い上げ日より6ヶ月）
・仕様、外観等は改良のため、予告なく変更する場合があります。

製品構成と各部の名称 ご使用方法

ご使用前に必ず充電してください

■Bluetooth本体

■イヤホン

■充電用USBコード

シリコンイヤーパッドの交換方法

・Lの表示が左耳用
・Rの表示が右耳用

φ3.5mmステレオ
ミニプラグ

充電用プラグ
パソコンなどの
USBポートへ

●本製品の充電ジャックのカバーを開き、付属の充電用USBコードを差し
　込み、パソコンなどのUSBポートに接続してください。
●充電中は本製品のLED表示が赤色に点灯します。
●充電が完了すると本製品のLED表示が青色に点灯します。充電用USB
　コードを抜いてください。

USBポートに接続

※充電中は、本製品はご使用できません。
※ご購入後、初めての充電には約3時間かかる場合があります。
※接続するUSBポート側により充電完了後も本製品のLED表示が青色に
　点灯しない場合があります。

L

表示ランプ
ライン点灯

本製品にはS/M/L 3サイズのシリ
コンイヤーパッドが付属されてい
ます。
シリコンイヤーパッドが耳にフィ
ットしない場合は付属のシリコン
イヤーパッドのサイズを交換して
ご使用ください。お買い上げ時に
はMサイズが装着されています。

イヤホンジャックφ3.5mm
充電ジャック

マイク

クリップ

メインボタン
通話/再生/
電源など

曲戻し/＋音量

曲送り/－音量

表示ランプ
充電中：赤点灯
充電完了：青点灯

表示ランプ
青点灯

携帯電話機を本製品の1m以内に置く
ペアリング手順-1

携帯電話機の画面に表示されている「TB308K」を選択してく
ださい。

ペアリング手順-4

携帯電話機の画面でパスキー（認証コード）の入力を要求され
たら「0000」を入力してください。

ペアリング手順-5

携帯電話機でペアリング操作をおこない本製品を検索してくだ
さい。携帯電話機の画面に、検出した機器の一覧が表示されま
す。本製品は「TB308K」と表示されます。

ペアリング手順-3

本製品の電源が切れている
状態でメインボタンを約7秒
以上押し続け、ペアリング
モードにしてください。
表示ランプが青色に点灯し
ます。

ペアリング手順-2

本製品の動作が不安定な場合

ご注意

・今まで、使用できていた本製品の操作ができなくなった
　り、Bluetooth接続が不安定になる場合は、ペアリング
　情報が正しく認識できなくなっている事が考えられます。
　その場合は、携帯電話機から「TB308K」を削除し、
　再度ペアリング操作をおこなってください。

メインボタンを
約7秒間押し続ける

表示ランプ
青点滅

メインボタンを
約3秒間押し続ける

表示ランプ
約5秒間隔で
青点滅（接続完了）

・メインボタンを約3秒間押し続けた時点で、電源が
　入り表示ランプが青色に点滅しますが、メインボタ
　ンは放さないでください。表示ランプが青色に点灯
　を開始したら、メインボタンを放してください。ペアリングモード
　以外の状態でメインボタンを放した場合は、約3秒間押し続けて電
　源を切り、再度操作をおこなってください。
・ペアリングモード有効時間：約2分30秒間。
　ペアリングモードを約2分30秒間継続すると自動的に非接続の待ち
　受け状態になります。

ご注意
・パスキー（認証コード）はパスコード、PINコード、PINナンバー
　などと表示される場合があります。
・携帯電話機によっては、パスキー入力画面に移る前に、携帯電話機
　の端末暗証番号を入力する必要がある場合があります。
　その場合は、予め決められた暗証番号か、お客様が任意で設定され
　た暗証番号を入力してください。本製品のパスキーとは異なります
　のでご注意ください。
・パスキーの入力が不要な携帯電話機もあります。
・本製品は複数の機器（最大8台）とペアリングが可能です。
・ペアリング情報を削除するには、携帯電話機の登録リストから
　「TB308K」を削除してください。
・複数のBluetooth機器とペアリングするにはペアリングしたい機器
　ごとにペアリング操作をおこなってください。
・本製品は複数の携帯電話機で同時に待ち受けできる機能（マルチポ
　イント接続）には対応していません。

携帯電話機で接続操作を
おこなってください。
接続が完了すると
本製品の表示ランプは、
約5秒間隔で青色が点滅
します。

ペアリング手順-6

ご注意
・携帯電話機の接続操作時に、使用するプロファイルの選択設定が表
　示される場合があります。使用するプロファイルを選択してくださ
　い。
・携帯電話機のプロファイル機能がHFPとHSPの両方に対応している
　場合は、HFP（ハンズフリープロファイル）をご使用ください。
・プロファイル機能を使うには、携帯電話機が本製品と同じプロファ
　イルに対応している必要があります。ただし、同じプロファイルに
　対応していても、携帯電話機の仕様により機能が異なる場合があり、
　一部機能が使用できない場合があります。
・携帯電話機によりAVRCPプロファイルが設定画面に表示されない
　場合があります。AVRCPプロファイル対応については携帯電話機
　の取扱説明書をご確認ください。
・携帯電話機によっては、ペアリングが完了すると自動的に接続され
　る場合があります。
・本製品は接続待ちの状態（携帯電話機との非接続状態）が約10分
　間継続すると自動的に電源が切れます。

携帯電話機のBluetooth設定に従い、「TB308K」を削除して
ください。

ペアリング情報の削除方法

ご注意

ご注意

・携帯電話機の操作については、お使いの機器の取扱説明書をご覧い
　ただくか、機器製造メーカーにお問い合わせください。

本製品のメインボタンを約3秒間押し続け
てください。
表示ランプが青色で
点滅し電源が入り
ます。

【1】電源の入れ方

【2】電源の切り方
本製品のメインボタンを約3秒間押し続けてください。
表示ランプが赤色で2回点滅し電源が切れます。

ご注意

電源を入れた時のご注意

・メインボタンを約7秒以上押し続けるとペアリン
　グモード（青色点灯）になります。
・電源が入らない場合は、電池が消耗していることがあります。
　本製品を充電してください。

ご注意
・画面に「TB308K」と表示されない場合は、もう一度手順1から操
　作をおこなってください。
・携帯電話機の操作については、お使いの機器の取扱説明書をご覧い
　ただくか、機器製造メーカーにお問い合わせください。
・表示画面が無く、検出した機器の一覧が表示できないBluetooth機
　器とペアリングする場合は、本製品と相手側Bluetooth機器の両方
　をペアリングモードにしてください。相手側Bluetooth機器によっ
　てはこの操作でペアリングできる場合があります。
　相手側Bluetooth機器のパスキーが「0000」以外に設定されてい
　ると、本製品とペアリングすることができません。

ペアリング後、携帯電話機と本製品を
Bluetooth接続することにより通話可能になります。

携帯電話機とのペアリングが完了したら、本製品を使用して
ワイヤレスで通話や音楽を聴くことができます。

付属のイヤホンをイヤホンジャックに
接続してください。
接続するイヤホンは、
φ3.5mmステレオ
ミニプラグであれば、
市販のヘッドホン
もご使用いた
だけます。

イヤホン
ジャック
φ3.5mm

ステレオ
ミニプラグ
φ3.5mm

電源ON
接続待ち

本製品の状態

・ペアリング済み機器の電源がOFFの場合や近くにない場合には
　自動接続されずに本製品は下記のように動作します。

※ペアリング方法については「【3】ペアリング方法」をご確認
　の上ご使用ください。
※ペアリング済みでも上記のような動作をする場合は再度ペアリ
　ング操作をおこなってください。

表示ランプ

青点滅（約１分間）

待ち受け状態
（電話機と非接続） 赤点滅/約5秒間隔（約10分間）

ペアリングモード 青点灯（約2分30秒間）

電源OFF 赤2回点滅後

【3】ペアリング方法



表示ランプ一覧

電源ON
状態 表示ランプ

待ち受け状態
（電話機と接続時）
待ち受け状態
（電話機と非接続時）

約5秒間隔で青点滅

着信時 約5秒間隔で青10回点滅
通話中 約2秒間隔で青点滅

青点滅
電源OFF 赤2回点滅後、電源OFF
ペアリングモード 青点灯

約5秒間隔で赤点滅
(約10分間の非接続状態後電源OFF)

バッテリーLOW
充電中 赤点灯

赤点滅

充電完了 青点灯

製品仕様

型式名 TB308K
通信方式 Bluetooth Ver. 3.0

最大通信距離

対応プロファイル
ペアリング
パスキー（認証コード）
動作周波数
内蔵バッテリー
充電時間

連続通話時間

音楽再生時間

待ち受け時間

使用温度範囲
サイズ
重量

見通し距離約10m
※電波状況など条件により異なります

HFP/HSP/A2DP/AVRCP
最大ペアリング登録8台
0000（ゼロ4つ）
2.40GHz～2.48GHz
リチウムイオンポリマー
約2時間
最大約7.5時間
※電波状況など条件により異なります

最大約5時間
※電波状況など条件により異なります

最大約220時間
※電波状況など条件により異なります

0℃～40℃
H52.2×W18×D14.5mm
約10g

■本体部仕様

形式 オープンエアーダイナミック型
ドライバーユニット φ10mm
最大入力
インピーダンス
出力音圧レベル
再生周波数帯
イヤホンジャック

2mW
32Ω
106dB
50Hz～5kHz
φ3.5mmステレオミニプラグ

コード長 Y型コード（約70cm)
重量 約9g

シリコンイヤーパッド Sサイズ×2個　Mサイズ×2個
Lサイズ×2個

■イヤホン部仕様

USB端子 USB Aコネクタ／microUSB
コード長 約30cm
重量 約15g

■USBコード仕様

ご使用方法

音量アップ（＋）

音量ダウン（－）

曲戻し

曲送り

→通話

着信中に
メインボタンを
1回押す

→通話終了

通話中に
メインボタンを
1回押す

携帯電話機に着信したら、
メインボタンを
1回押してください。
通話状態になります。

【4】電話を受ける

通話を終了するには、
メインボタンを
1回押してください。

【5】通話を終了する

ご注意
・通話状態になるまで、若干のタイムラグが発生
　する場合があります。
・約3秒以上メインボタンを押し続けると本製品
　の電源が切れますのでご注意ください。
・本製品から聞こえる着信音は携帯電話機により異なる場合がありま
　す。
・携帯電話機の設定により着信音が本製品から聞こえない場合があり
　ます。詳しくは携帯電話機の取扱説明書をご確認ください。

電話をかけるには、携帯電話機側で発信操作をおこなってくだ
さい。

【6】電話をかける

【10】音楽再生/オーディオビジュアル再生

本製品は、SCMS-T方式で保護された音楽やワンセグ音声に対
応しています。携帯電話機でのワンセグ視聴中に、本製品で次
の操作をおこなうことができます。

【11】ワンセグ視聴時の操作

ご注意
・携帯電話機の機種により本製品から音声が聞こえるまでに数秒かか
　る場合があります。
・携帯電話機の機種により、自動的に本製品での通話が開始できない
　場合があります。その場合は、通話相手が受話後、本製品のメイン
　スイッチを1回押して音声通話を本製品側に切り替えてください。
　または、携帯電話機側の操作で音声通話を携帯電話機から本製品に
　切り替えてください。携帯電話機の操作方法については携帯電話機
　の取扱説明書をご覧頂くか、各通信会社までお問い合わせください。

ご注意
・携帯電話機の対応機能については、携帯電話機の取扱説明書をご確
　認ください。
・携帯電話機がAVRCPプロファイルに対応していない場合はご使用
　できません。
・携帯電話機によっては、全ての操作に
　対応しない場合があります。

ご注意
・携帯電話機がAVRCPプロファイルに対応していない場合はご使用
　できません。
・携帯電話機によっては、全ての操作に対応しない場合があります。
・携帯電話機がSCMS-T方式に対応していない場合はご使用できませ
　ん。

音量アップボタン（＋）、
音量ダウンボタン（－）を
小刻みに押して調整して
ください。

【7】音量調整

ご注意
・長押しすると別の機能が働き
　ますのでご注意ください。

携帯電話機が待ち受け状態で、メインボタンを約2秒間押すと、
携帯電話機から最後に発信した番号に発信します。

【8】リダイアル発信

着信中に、メインスイッチを約2秒間押すと着信を拒否するこ
とができます。

【9】着信拒否

内蔵バッテリーの電圧が要充電レベルまで低下すると、表示ラ
ンプが赤に点滅します。この警告が出た場合は、必ず充電をお
こなってください。

【12】バッテリーLow

ご注意
・携帯電話機によっては本機能に対応していない場合や、対応してい
　ても相性により動作が不安定な場合があります。

ご注意
・着信拒否時の状態は、携帯電話機の機種や設定により異なります。

ご注意
・携帯電話機の設定により着信音が本製品から聞こえない場合があり
　ます。詳しくは携帯電話機の取扱説明書をご確認ください。
・携帯電話機によっては、通話終了後自動で音楽再生に戻らない場合
　があります。その場合は、携帯電話機で音楽再生をおこなってくだ
　さい。

・携帯電話機によっては本機能に対応していない場合や、対応してい
　ても相性により動作が不安定な場合があります。

本製品のボタン操作

音量を
あげる

音量を
さげる

チャンネル
送り

チャンネル
戻し

音量アップ（＋）
ボタンを
押す

音量ダウン（－）
ボタンを
押す

音量ダウン（－）
ボタンを
長押し

音量アップ（＋）
ボタンを
長押し

例：着信を遮断する、接続できない旨のアナウンスが流れる、留守
　　番電話サービスに接続する等詳しくは携帯電話機の取扱説明書
　　をご確認ください。

■音楽の再生/停止

メインボタンを1回押すと、
音楽が再生されます。
再度、メインボタンを押すと、
音楽が停止します。

■音楽の曲送り/曲戻し

再生中に曲送りボタンを
長押しすると、次曲に曲送り
されます。
再生中に曲戻しボタンを
長押しすると、曲頭に曲戻し
されます。続けて曲戻し
ボタンを押すと、前曲に
曲戻しされます。

音量アップ（＋）

音量ダウン（－）

■音声調整

音量アップボタン（＋）、
音量ダウンボタン（－）を
小刻みに押して調整して
ください。

■音楽再生中に着信通話をする

携帯電話機に着信があると、音楽が一時停止し、本製品から着信
音が聞こえます。本製品のメインスイッチを1回押してくださ
い。通話状態になります。通話が終了しましたら、メインスイッ
チを押してください。自動的に音楽再生に戻ります。

携帯電話機が機器操作機能（AVRCP）に対応している場合は、
本製品のボタン操作で、携帯電話機の音楽基本操作ができます。

再生/停止

63%

iPhoneでヘッドセット電池残量の確認ができます。 
（iOS 3.1.3以上に対応）

残量多い 残量少ない

ヘッドセット
電池残量表記


