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ペアリング(機器への初期登録)の方法
Bluetooth Ver.4.1

取扱説明書

Bluetooth ヘッドセット

Vo.1

LBT-HS40Mシリーズ

※この取扱説明書では、
特に断りの無い限りは製品名を代表して
「LBT-HS40M」
と表記しています。
各シリーズの違いはパッケージのみで、
動作は共通です。

この度は弊社商品をお買い上げいただき、
誠にありがとうございます。
この取扱説明書はBluetoothヘッドセットの使用方法や、
安全に取り扱いいただくための注意事項などを記載して
います。本書の内容を十分にご理解いただいた上で本製品をお使いください。
また、
本書をいつでも読むことができ
る場所に大切に保管しておいてください。

携帯電話などで通話する

各部の名称とはたらき

本製品をお手持ちの携帯電話やスマートフォンで使用するためには、
お手持ちの機器とペアリ
ング(本製品を機器に初期登録する操作)を行なう必要があります。
ご使用になる接続先機器側の操作については、別紙「簡単接続ガイド」
をご覧いただくか、
お
手持ちの携帯電話やスマートフォンの取扱説明書をお読みください。

NFCペアリング
（タッチで簡単ペアリング）

マルチファンクションボタン
音量調整ボタン
LEDランプ
通話用マイク
イヤーピース

ヘッドセット

スマートフォン：NFC機能をオンにする
ホーム画面に戻す
本製品:
電源オン・非接続状態にする

音量を大きくするときは + を押し、音量を小さくするとき
は - を押します。
電源やペアリングの状態を示す赤、青 2 色 のLEDランプです。
ハンズフリーで使用するマイクです。
お買い上げのときには（M）サイズが装着されています。サ
イズが耳に合わないと感じたときは、付属のイヤーピース（S）
（L）に交換してください。取り付けの際はパッドが体の側に
向くようにしてください。
充電するときに、付属のUSBケーブルを差し込みます。

本製品は、NFCを搭載したAndroidスマートフォンとタッチでペアリングを
することができます。
◆NFCペアリング前の準備：

ペアリング、受話 / 終話などに使うボタンです。

充電コネクタ

マルチファンクションボタン

◆NFCペアリングの手順

接続のときに必要な情報です
HS40

●入力を求められた際に必要なパスキー

0000
（ゼロ4つ）

お使いになる前に

しばらくすると、
自動的にペアリングを完了し、
接続されます。
※スマートフォンによっては、ペアリング後に接続操作が必要になる場合があり
ます。

電源をオフにする

※充電時間は、
接続するUSBポートの出力によって異なります。

発信する
音量調節ボタン(−)

マルチファンクション
ボタン

通話用マイク

ヘッドセットをペアリングモードにする

付属のUSB充電ケーブルのマイクロUSBコネクタを、製品本体の充電用コネクタに
接続します。

LEDランプが青色で点灯したら充電完了です
充電中は赤色に点灯します。

赤⇔青 交互点滅（ペアリング中）

音量調節ボタン(＋)

パソコン

●意図しない機器と接続されてしまう場合は、
その機器の電源を切ってからやり直してください。
●すでにペアリング済みの機器が周囲にある場合は、
LEDが点灯した時点でボタンから手を離してかまいま
せん。機器側の自動再接続設定や、
信頼設定機能が有効になっている場合は、
その機器と自動的に再
接続します。
●ペアリングしたい機器によっては、
あらかじめ機器側で
「HS40からの通信を許可する操作」
が必要です。

接続先機器からヘッドセットを検索
ヘッドセット

ペアリングしたい機器(携帯電話やパソコンなど)から、本製品を検索します。
検索方法はご使用の機器によって異なります。接続先機器側の操作については、別紙
「簡単接続ガイド」
をご覧いただくか、
お手持ちの機器の取扱説明書をお読みください。

携帯電話やパソコンなどから本製品が見つかると、
デバイス名「HS40」
が検索画面上に
表示されますので、選択して登録します。
LEDランプが青色のゆるやかな点滅
（7秒に1回の点滅）
に変わると、
ペアリングの完了
です。
マイクロUSBコネクタ
充電用コネクタ

7秒に1回青色で点滅（ペアリング完了）

マルチファンクションボタンを3秒以上押すと、LEDが青色で3回
点滅して電源がオンになります。すでにペアリング済みの機器が
近くにある場合、
自動的にその機器に接続を試みます。接続が
完了すると、
LEDは7秒に1回青色の点滅に変わり、
機器が使用
できるようになります。
LEDが2秒に1回青色で点滅している場合は、接続されていま
せん。
再度ペアリングを試みてください。

マルチファンクション
ボタン

●携帯電話2台でのみ使える機能です。パソコンやゲーム機との同時待ち受けはで
きません。
●すべてのBluetooth対応の携帯電話、
およびスマートフォンの組み合わせ動作を
保証するものではありません。
●マルチポイントは同時通話
（3者間通話）
の機能ではありません。

※携帯電話より
「HS40からの接続を許可する」操作や、接続操作が必要な場合があります。

マルチポイントのペアリング手順

電源をオフにする

※1台目の携帯電話は、左記の手順でペアリングされていることを前提にしています。

マルチファンクション
ボタン

①→②→③・
・
・⑨の順番で操作してください。

①1台目とペアリングし、接続しておきます。
●パスキーの入力を促すメッセージが表示された場合は、
「0000」
（ゼロ 4つ）
と入力します。
機器によっては
（Bluetooth 2.1 対応機器）
、
パスキーを入力しなくても登録が完了する場合があります。
●機器によって、
ペアリング後に
「接続」操作が必要な場合があります。お手持ちの機器の取扱説明書を
お読みになり、
「接続」操作をしてください。

LEDランプの状態
消灯→青色で 3 回点滅
赤色で 3 回点滅→消灯
赤色と青色で交互に点滅
7秒に1回青色で点滅
−

イヤーフックの装着について
イヤーフックの装着について
左耳用、
右耳用それぞれのイヤーフックが用意されています。必要に応じてお使いください。
イヤーフックの先端がイヤーピースの方に向くように装着してください。
※イヤーフックの根元に左右を示す刻印が入っています。
（右用：R、
左用：L）

−

待ち受け中に音量調整ボタンの-を4秒以上
押す

−

マルチファンクションボタンを2回連続して押す
−
−

−
赤色で点灯
青色で点灯
60秒ごとに赤色で点滅
※同時にバッテリー残量不
足を知らせる効果音が鳴
ります。

−

マルチポイント機能を設定するときは・
・
・
マルチポイントとは本製品1台で、
2台の携帯電話を待ち受ける機能です。
会社用と個人用など携帯電話が2台あるときに便利です。

※LEDランプが2秒に1回青色で点滅している場合、接続されていません。再度ペアリングを試みてください。

■主要操作一覧

バッテリー容量不足

電源のオン／オフ

マルチファンクションボタンを3秒以上押すと、LEDが赤色で3回
点滅したあと消灯して電源がオフになります。

●コネクタの向きに注意して接続します（逆向きには接続できません）。
●パソコンの電源が入っていないと、
電力が供給されません。電源を入れてください。
●パソコン以外のUSB-ACアダプタやUSBシガーチャージャーでも充電できます。
推奨製品 エレコム社製USB-ACアダプタ
･AVA-ACUシリーズ
･AVA-PA10ACUシリーズ
USBシガーチャージャー
･MPA-CCU21シリーズ
･MPA-CCDU24シリーズ
･MPA-CCRMU21シリーズ

ボイスダイヤル
充電中
充電完了

※接続する機種によっては動作しないことがあります。

パソコンで音声チャットする場合は、
パソコン側で通話開始／終了の操作をします。
音声チャットの開始／終了および設定方法は、
ご使用のソフトウェアやOSにより異なります。
詳細はご使用のソフトウェアまたはOSのマニュアルやオンラインヘルプをお読みください。

基本操作
電源をオンにする

接続先機器にヘッドセットを登録

リダイヤル

音量を大きくする時は、音量調整ボタンの+を押し、音量を小さくする時は-を押します。
音量を最大にしても希望の音量にならないときは、
ペアリングした機器の音量を調整してくだ
さい。

LEDランプ

［充電時の接続図］

スイッチ・ボタンの操作
マルチファンクションボタンを3秒以上押す
マルチファンクションボタンを3秒以上押す
電源オフのとき、
マルチファンクションボタンを
8秒以上押す
ペアリング完了
−
電話を受ける / 切る 電話着信時 / 通話中にマルチファンクション
ボタンを短く 1 回押す
着信拒否
着信時にマルチファンクションボタンを2秒以上押す
ミュート（通話中） 通話中に音量調整ボタンの-を 2 秒以上押す

操作方法
音声出力先に本製品 (HS40）を選択します。
発信後に、Menu を表示させ、「Bluetooth」ボタンを押します。
携帯電話で発信後、「通話」ボタンを長押しします。
携帯電話で発信後、携帯電話の「EZ」ボタンを押します。
携帯電話の機種によって異なります。接続される機器の説明書
を参照してください。

パソコンで音声チャットをする

付属のUSB充電ケーブルのシリーズAコネクタを、
パソコンのUSBポートに接続します。

電源オン
電源オフ
ペアリングモード

種類
iPhone
Android
docomo
au
Softbank

音量を調整する

パソコンに充電ケーブルを接続する

シリーズAコネクタ

任意の相手先に発信する場合は、
ご使用の携帯電話側で発信操作を行い、
その後出力先
の切り替えを行います。

※出力の切り替え方法は使用する機器により異なります。
ご使用の機器の取扱説明書をご参照ください。

マルチファンクションボタンを8秒以上押し続けます。LEDランプが
赤⇔青交互に点滅し、
ペアリングモードになります。
充電用コネクタ

本製品に充電ケーブルを接続する

リダイヤルする
（最後に発信した通話先）

※接続機器が、
ボイスダイヤル機能に対応している必要があります。iPhone 4S以降では、Siriを呼び出せ
ます。

※接続するスマートフォンによっては、専用Appのインストールが必要になる場合があります。
Playストアで「エレコム NFC」
で検索して
「タッチでかんたん接続」をインストールしてください。

電源がオフであることを確認します。

充電が完了し、LEDが青色に点灯したら充電ケーブルを取り外してください。
安全のために、充電終了後の通電を避けることを推奨します。
また、
充電中は本製品を使用しないでください。

通話状態で、
マルチファンクションボタンを1回押します。

ボイスダイヤル機能を使用する

イヤーピース

充電について
充電時間：約2時間 ※

電話を切る

マルチファンクションボタンを2回連続して押します。

るようにタッチします。
※スマートフォン側のアンテナ
位置はスマートフォンの取扱
説明書を参照ください

●NFCペアリングを使用するには、
接続するスマートフォンが NFCペアリングに対応している必要があります。
●NFCが反応しない場合は、
タッチの位置を変えるなどして、
メッセージが表示されるように調整を試みてください。
●NFCペアリングがうまくいかない時は、
何度か試みるか通常のペアリング操作でペアリング、
接続を行ってください。

本製品は、
お使いになる前に充電をしておく必要があります。
充電には付属のUSB充電ケーブルを使用します。

※携帯電話の仕様上、Bluetoothヘッドセットに着信メロディは設定できません。

※着信した相手へのリダイヤルはできません。

スマートフォン
裏面

スマートフォン
「接続しますか？」のようなメッセージが表示され、 スマートフォンのNFCアンテナ
本製品がペアリングモードになったら、
「はい」
を選択します。
と本製品のNFCアンテナを重ね
※表示されるメッセージは、スマートフォンによって異なる場合があります。

※パスキーはBluetooth2.1以降の規格の機器と接続する場合は省略できる場合があります。

電話を受ける
ヘッドセットから着信音が聞こえたら、
マルチファンクションボタンを1回押します。

待受時に音量調整ボタンの-を4秒以上押します。

スマートフォンのNFCアンテナを本製品のNFCアンテナと重ねる
ようにタッチします。

●携帯電話やパソコンなどから検索するときの
本製品の名称

携帯電話の仕様によっては、以下に説明する本製品の操作に対する携帯電話の
動作が異なることがあります。

※接続機器が、
ボイスダイヤル機能に対応している必要があります。iPhone 4S以降では、Siriを呼び出せます。

③一度、ヘッドセットの電源をOFFにして、2台目の
BluetoothをONにする。
④ヘッドセットをペアリングモードにして2台目とペアリ
ングし、接続します。

②BluetoothをOFF

オートパワーオフ機能について
携帯電話の電源を切るなど、接続中の機器からの送信が途切れた場合や、電源をオンに
したあと、
ペアリング相手がいない場合、約10分後に電源がオフになります。電源がオンの
間は、LEDは青色に点滅します。

音楽を聴く

一度、全部の設定と電源をＯＦＦにします。

本製品はA2DP
（オーディオプロファイル）
に対応しているため、接続した携帯電話やスマートフォン
の音楽やスマートフォンのナビ音声等を聴くことができます。
また、SCMS-T方式のコンテンツ保護にも対応しており、
ワンセグTVの音声も聴くことができます。

BluetoothをOFF

⑤電源をOFF

⑥BluetoothをOFF

⑦BluetoothをON

⑨電源をON

⑧BluetoothをON

※⑨の手順でヘッドセットの電源がONになると、
ヘッドセットが両方の携帯電話に接続さ
れ、
ともに待ち受けが可能な状態になります。

音楽の再生/停止
音楽再生時にマルチファンクションボタンを押します。

着信時の受話のしかた

音量を調整する
本製品の音量調整ボタンを使います。本製品の音量を最大にしても希望の音量が得られ
ない場合は、
ペアリングした機器の音量を調整してください。

曲送り/曲戻し
左側

右側

音楽停止中に、音量調整ボタンの+または-を2秒以上押します。
音量調整ボタンの+：曲送り 音量調整ボタンの-：曲戻し
※接続先の機器によっては機能しない場合があります。

左耳に装着する場合

着信中に本製品のマルチファンクションボタンを押すと、着信中の携帯電話側の通話ができます。
このとき2台目の
携帯電話との接続は維持され、状況によって下記のような動作になります。
●着信
（呼び出し）
中にもう1台の携帯電話にも着信した場合
→後から着信した側の通話は、本製品からの操作からでは開始できません。
●通話中にもう1台の携帯電話にも着信した場合
→本製品のヘッドセットから着信を知らせる音が聞こえます。
・ マルチファンクションボタンを押すと、通話中の電話が切れ、2台目に着信した通話がつながります。

右耳に装着する場合

※マイクを口元に向けないと、相手に声が伝わりにくくなる可能性があります。

右上の手順に続きます

裏面の「取り扱い上の注意」や「困ったときは…」
もご参照ください。

