
商品に関するお問い合わせは
エレコム総合インフォメーションセンター TEL.0570-084-465 FAX.0570-050-012 受付時間／10:00～19:00 年中無休

※その他記載されている会社名・製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。
※安全性向上、品質改良の為、色、仕様等を予告なく変更することがあります。

Visit the following website to download the user's manual in other languages. Visitare il sito Web riportato di seguito per scaricare il manuale dell'utente in altre lingue.
Bezoek de volgende website om de gebruikshandleiding te downloaden in andere talen.
Visite o seguinte site para baixar o manual do usuário em outros idiomas.

Truy cập trang web sau đây để tải về Hướng dẫn Sử dụng bằng các ngôn ngữ khác.
Lawati laman web yang berikut untuk memuat turun manual pengguna dalam bahasa lain.
Kunjungi situs web berikut ini untuk mengunduh manual pengguna dalam bahasa lainnya. Visite el siguiente sitio web para descargar el manual dele usuario en otros idiomas.

Rendez-vous sur le site ci-après pour télécharger le manuel utilisateur dans d'autres langues.
Von der folgenden Website können Sie die Bedienungsanleitung in anderen Sprachen herunterladen:
다음 웹사이트를 방문해서 다른 언어의 사용설명서를 다운로드하십시오.
請造訪以下網站，以下載其他語言版本的使用手冊。
要下载其它语种的用户手册请访问下列网站。

http://www.elecom.co.jp/global/download/manual.html

 ( Available only in Japanese )

(Phone support is available only in Japanese.)

対応機器の Lightningコネクタに本製品を接
続します。
※本製品を対応機器に接続した際、認識される
までに最大2秒かかる場合があります。

取扱説明書 Stereo headset for smartphones
ライトニング端子用ステレオヘッドホンマイク

お買い上げありがとうございます。ご使用の前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。
また、お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

警告

ヘッドホンが肌に合わないと感じた時は、早めに使用を中止し、医師に相談してください。
イヤーキャップがはずれないよう、レシーバ部にしっかりと取り付けてください。万一、イヤーキャップが外れて耳に残った時は、無理に取り出さ
ず医師の診察を受けてください。
ご使用の際は、周囲の迷惑にならないようにご注意ください。
強い衝撃をあたえないでください。
故障した時は使用しないでください。
暖房機器の近く、高温やほこりの多い場所、直射日光の当たる場所、水のかかる場所には、置かないでください。故障の原因になります。
ヘッドホンのプラグを抜く時は、コードを引っ張らないで必ずプラグを持って抜いてください。
本製品を分解、改造する事は絶対におやめください。

本製品（ヘッドホン・イヤーキャップ）は、食べ物ではありません。お口に入れないようにしてください。
誤ってお子様が飲み込み、気管に詰める恐れがあります。本製品を子供の手の届く範囲に保管しないでください。
自転車、オートバイ、自動車の運転中には、ヘッドホンを使用しないでください。交通事故の原因となります。
歩行中にご使用になる時は、周囲の環境に十分注意してください。交通事故の原因となります。
踏切、ホーム、自動車の通る道、工事現場など、周囲の音が聞こえないと危険を伴う場所では使用しないでください。
ヘッドホンを大音量で長時間使用しないでください。聴力に悪い影響を与える可能性があります。常に適度な音量でご使用ください。

安全上のご注意

注意 取扱い上のご注意

保証書の保管について

保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

製品の保証について
■保証内容
1.弊社が定める保証期間(本製品ご購入日から起算されます)内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。
■無償保証範囲
2.以下の場合には、保証対象外となります。
(1)保証書および故障した本製品をご提出いただけない場合。
(2)保証書に販売店ならびに購入年月日の記載がない場合、またはご購入日が確認できる証明書(レシート・納品書など)をご提示いただけない場合。
(3)保証書に偽造・改変などが認められた場合。
(4)弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
(5)弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
(6)通常一般家庭内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場合。
(7)本製品を購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下等により故障した場合。
(8)地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
(9)その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。
■修理
3.修理のご依頼は、本保証書を本製品に添えて、お買い上げの販売店にお持ちいただくか、弊社修理センターに送付してください。
4.弊社修理センターへご送付いただく場合の送料はお客様のご負担となります。また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認ができる手段
（宅配や簡易書留など）をご利用ください。尚、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。
5.同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただく場合があります。
6.有償、無償にかかわらず修理により交換された旧部品または旧製品等は返却いたしかねます。
■免責事項
7.本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の責務不履行および不法行為等の損害賠償責任は、
本製品購入代金を上限とさせていただきます。

8.本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償等につきましては、弊社は一切責任を負いかねます。
■有効範囲
9.この保証書は、日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
10.保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

最新の対応情報はこちら

www.elecom.co.jp
弊社HPでもご案内しています。
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使用方法

本体

イヤーキャップ

Lightningコネクタ

リモコン
マイク

Ⓡ Ⓛ
1回短押
1回長押（2秒以上）

着信応答 /通話終了

音楽再生 /一時停止

次の曲の頭出し

前の曲の頭出し

早送り

巻戻し

Siri の起動

保 証 書 エレコム株式会社
販売店

店名　住所　TEL

担当者名
保証期間 お買い上げ年月日

年　　月　　日6ヶ月

［EHP-LFR10CM  Series］　

※パッケージ等に保証書シールが貼付されている商品の場合は、こちらに貼り付けて下さい。

マイク

センターボタン 音量調節
（－）ボタン

音量調節
（＋）ボタン

■センターボタンでの操作



ご使用になる前に
本製品の出荷時は、左右のコードが１本になっており、ヘッドホン付近のみ 2 つに分かれています。ご使用の前には、お好
みの長さまでコードを手で引き離してください。

・コードを必要以上に引き離さないでください。
　引き離しすぎると、巻取りリールへの収納時にコードが巻き取りにくくなります。
・コードを引き離すときは、カッターやハサミなどは使用しないでください。
　指やコードを傷つけるおそれがあります。

・必ず両方を持って、同時に引き出してください。
　片方のコードだけを引き出すと、コードがからまったり、巻取りリールがコードの中心の位置にならなくなります。

・コードを強い力で無理に引っ張らないでください。
　破損や断線により、火災や感電の原因になります。

■コードを引き出す
1 プラグ側とヘッドホン側の両方を持ち、ゆっくりとコードを同時に引き出します。
お好みの長さで止めると、コードが固定されます。

巻取りリール使用時のご注意

■コードを収納する
1 プラグとヘッドホン本体の両方を持ち、最後までコードを引き出し、軽く両端に引っ張ります。
カチッとロックの外れる音がします。

2 力をゆるめると、コードが自動的に巻き取られます。

コードを収納するときは、手を離さずにゆっくり巻き取るようにしてください。
途中で急に手を放すと、指やコードを傷つけるおそれがあります。


