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重要な安全情報
▷ 製品を使用する前に、この取扱説明書をお読みください。
▷ 製品を他のユーザーに渡す場合は、必ず本取扱説明書も一緒に渡
します。

▷ 明らかな故障がある場合は、製品を使用しないでください。
▷ 製品は、無線 Bluetooth伝送が許可されている環境でのみお使いく
ださい。

健康被害と事故を防止するために
▷ あなたの耳を大音量から保護してください。聴覚被害を防
止するために、ヘッドフォンを大音量で長時間使用しない
でください。Sennheiserのヘッドフォンは、低および中
音量レベルでも非常によく聞こえます。

▷ 本製品は、心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器
（ICD）、およびその他のインプラントの障害につながる可
能性のある、非常に強力な永久磁場を発生します。磁石を
含む製品コンポーネント (イヤフォンと充電ボックス )はペース
メーカー、埋め込み式除細動器、または他のインプラントから常
に少なくとも 10cm以上離してご使用ください。

▷ イヤフォンは耳に深く入れすぎないでください。また、必ずイ
ヤーアダプターを取り付けて挿入してください。イヤフォンは
ゆっくりと丁寧に耳から取り外します。

▷ 事故を防ぐため、製品、梱包、アクセサリーの部品は子供やペッ
トの手が届かないところに保管してください。飲み込むと窒息す
る危険性があります。

▷ 道路を歩く場合や手作業の際など、周辺環境に特別な注意が必要
な場合は、製品を使用しないでください。

製品の破損と故障を防止するために
▷ 錆や変形を防止するために、製品は常に乾燥した状態に保ち、著
しく低温または高温な場所には置かないでください。ドライヤや
暖房などで熱くならないように注意してください。また、長時間
直射日光に当てないでください。

▷ 納入されている付属機器 /アクセサリ /交換部品、または
Sennheiserが推奨する付属機器 /アクセサリ /交換部品のみ使用
してください。

▷ 製品は柔らかい乾いた布を使って清掃してください。
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リチウムポリマーバッテリーの安全に関する注意事項

データと収集と処理およびファームウェアのアップデートに関する注
意事項
本製品は、ペアリングされた機器の音量、Bluetooth アドレスなどの
個別の設定を保存します。これらのデータは製品を使用するために必
要なもので、Sennheiser または Sennheiser が委託した業者によって送
信・処理されることはありません。
本製品のファームウェアは、インターネット接続を経由してアプリ
「Sennheiser Smart Control」で無料で更新できます。アプリがインス
トールされている機器がインターネットに接続されると、以下のデー
タが Sennheiserサーバーに自動的に転送・処理され、適切なファー
ムウェアのアップデートが準備され、送信可能になります。MACア
ドレス、Bluetooth Low Energy UUID、製品の Bluetooth名、製品の
ファームウェアバージョンおよびアプリのバージョン。これらデータ
は指定の使用にのみ利用され、長期間保存はされません。
これらのデータの転送・処理を希望されない場合は、インターネット
に接続しないでください。

警告
不正な使用や不適切な使用は、バッテリーの液漏れを引き起
こす可能性があります。バッテリーの液漏れがひどい場合
は、次の危険があります。
• 爆発
• 発火
• 発熱
• 煙やガスの発生

Sennheiserが推奨するバッテリーと充電器のみをご使用
ください。

内蔵バッテリーがある製品は +10℃ ～ 40℃の周囲温度
で充電してください。

バッテリーの温度は 60 ℃を超えないようにしてくださ
い。バッテリーを日のあたる場所に置いたり、火中に投
じたりしないでください。
製品のバッテリーを使用しない場合でも、定期的に充電
は行ってください (約 3か月ごと )。

使用後は、バッテリーで電力供給される製品のスイッチ
を切ります。

故障した製品は内蔵バッテリーごと収集所に廃棄するか、
または専門業者までお持ちください。
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規定に沿った使用 /賠償責任
このヘッドフォンは、Bluetooth無線通信技術を通じての音楽再生お
よび電話などの無線オーディオコミュニケーション用の Bluetooth対
応機器用のアクセサリーとして考案されています。
本製品は、付属する製品取扱説明書に記載された以外の方法で使用な
いでください。
製品やオプション機器・アクセサリーの不正な使用や不適切な使用に
起因する損害に対しては、Sennheiserは一切責任を負いません。
Sennheiserは、USB 規格に一致しない USB 機器の損傷には責任を負い
ません。Sennheiserは、空のバッテリーや老朽化したバッテリー、ま
たは Bluetooth送信エリアの逸脱による接続遮断に基づく損傷には責
任を負いません。
製品を使用を開始する前に、各国特有の規制に注意してください。
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内容物

オンラインでご覧ください。
• これらの詳細な取扱説明書およびその他の情報 

 (www.sennheiser.com/download)

• ヘッドフォンのセットアップおよびその他の機能用 Sennheiser 
Smart Control アプリ (www.sennheiser.com/smartcontrol)

イヤフォン (IE 80 S)

着脱式 Bluetooth®ネックバンド (IEN BT)

キャリングケース

USB Cおよび USB Aコネクタ付きの 
充電用ケーブル、約 1.0 m

イヤピースセット：
• シリコーン製（S / M （出荷時にイヤフォンに取り   
付けられているサイズ） / L）

• 層状型シリコーン製 (S / M / L)
• Comply™ 製メモリーフォーム (S / M / L)

清掃ツール / ベース調整ツール

クイックガイド

安全に関する注意事項

アクセサリの一覧については、www.sennheiser.com の IE 80S BT 

の製品ページから、ご自分の国の Sennheiser取扱店の : 

www.sennheiser.com > 「サービス & サポート」をご覧くださ
い。

http://www.sennheiser.com
http://www.sennheiser.com
http://www.sennheiser.com
http://www.sennheiser.com/download
http://www.sennheiser.com/download
http://www.sennheiser.com/download
http://www.sennheiser.com/device-control-app
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製品概要

ヘッドホン
IE 80S BT

イヤーフック

イヤフォン (IE 80 S)

イヤアダプター (交換可能 )

ベース調整器

着脱式 Bluetooth®ネックバンド (IEN BT)

バッテリー充電用 USB C入力

USB Cポート用カバー

音声アシストスイッチ

LEDディスプレイ

マイクロフォン

ボリュームスイッチ + 上げる 

ON

245 3

890 0

ABC

2

3

1

6 7

OFF

PAIRING

MUSIC

TELEPHONE

B

4
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ヘッドフォン LEDディスプレイの概要

マルチファンクションスイッチ：
• 音楽機能 
• 電話発信機能 
• 接続機能 (ペアリング )
2秒間押し続けると：ヘッドホンのスイッチがオンになり
ます
もう一度 2秒間押し続けると：Bluetoothの接続モードが 
アクティブになります
3秒間押し続けると：ヘッドホンのスイッチがオフになり
ます 

ボリュームスイッチ - 下げる

LED ヘッドフォンの状態

黄色のパルス 充電中です

緑に点灯 完全に充電されました

緑に点灯 
約 3秒間 電源が入りました

赤と青に点滅
約 1分間 

Bluetooth接続モード (ペアリング ) 
です

青色に点灯
約 3秒間

Bluetooth経由で機器と接続されてい
ます

赤色に点灯
約 3秒間 接続が中断されました

青に点滅 Bluetooth経由で機器と接続されてい
ません

赤色に素早く点
滅

バッテリーの残量はほとんどありま
せん

赤色に点灯 システムエラー。再起動してくださ
い (> 27)

赤色に 3回点滅 オフになりました

充電の時に LED表示がすぐに点灯しない場合は、充電コネク
ターを清掃してから、LED表示が再点灯するまでヘッドホンの
充電を続けてください (> 11)。
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音声メッセージについての注記
ヘッドフォンは以下の機能に対して音声メッセージを出力します。
Smart Control アプリ経由で、音声メッセージの言語の変更、音声メッ
セージと通知音間の選択、または少数の例外を除いて（バッテリーが
切れる通知など）ステータスメッセージをオフにすることができま
す。 

音響シグナルの説明
ヘッドフォンは以下の機能に対して音響シグナルを出力します。

音声メッセージ 意味 /ヘッドホン
「Power on」 
(「オン」)

電源が入りました

「Power off」 
(「オフ」)

オフになりました

「Device (1) (2) connected」 
(「デバイス (1) (2) が接続」)

デバイス 1か 2が接続されました

「No connection」
(「接続がありません」)

Bluetooth経由で接続されていませ
ん

「Pairing」 
(「ペアリング」)

Bluetooth接続モード 
(ペアリング ) です

「Pairing successful」 
(「ペアリング成功」)

Bluetoothペアリングに成功しまし
た

「No device found」 
(「デバイスが見つからない」)

どのペアリングするデバイスにも接
続できません

「Call rejected」 
(「通話拒否」)

発信した通話が拒否されました

「Call ended」 
(「通話終了」)

通話が終了しました

「Mute on」 
(「ミュートオン」)

マイクロフォンがミュートにされま
すが、通話そのものは保持されます

「Mute off」 
(「ミュートオフ」)

マイクロフォンが再び起動します

「More than xx % battery left」 
(「 xx %を超える充電残量」)

バッテリーは指定の充電状態です

「Recharge headset」 
(「ヘッドセットを充電」)

バッテリーが空です。ヘッドフォン
を充電してください

音響シグナル 状態 /ヘッドホン ...

低い通知音 2回 ボリュームが最低になりました

高い通知音 2回 ボリュームが最高になりました
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最初のステップ

1.バッテリーを充電する
出荷時にはヘッドフォンのバッテリーは満充電にはなっていません。
初めて使用する前には、バッテリーが満量になるまで継続的に充電し
ます (> 11)。

2.お使いのスマートフォン用の Smart Control ア
プリのインストール
Sennheiser Smart Controlアプリを用いると、ヘッドフォンのすべての  
機能と設定を利用でき、例えばイコライザーによりサウンドをお好み
の通りに調整できます (> 14)。

3.ヘッドフォンを Bluetooth機器と接続する
ヘッドフォンを Bluetoothでお使いのスマートフォンと接続します 
(> 12)。

USB-C USB-A

4s

Hold
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4.耳にぴったりとフィットする適切なイヤーアダ
プターを選択する

低音性能など知覚された音質は、ヘッドフォンが正しく着用されてい
るかどうかに大きく左右されます。 
▷ どの種類のイヤアダプターサイズが自分にいちばんいい音質と掛
け心地が良いかを試してください。

▷ 以下の選択肢があります。
• シリコーン製イヤアダプター、
• 層状型シリコーン製イヤアダプター、それに 
• Comply™ 製メモリーフォームイヤアダプター。
▷ すべてのイヤアダプターにはそれぞれ SとM、それに Lのサイズが
あります。イヤアダプターは確実に耳の穴に挿入し、耳が完全に
ふさがるようにします (> 15)。

▷ ヘッドフォンのイヤフックを耳の後ろから掛けます。
▷ イヤフォンを軽く傾けて耳に挿し込み、外耳道に少し回して挿し
入れ、外耳道内で快適で安定してフィットするようにします。

L M S

L M S

L M S

Silicone 
ear adapters

Comply 
ear adapters

Lamellar silicone  
ear adapters
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ヘッドフォンを使用する

バッテリーと充電方法に関する情報
ヘッドフォンにはバッテリーが内蔵されています。完全に充電するに
は約 1.5 時間かかります。初めて使用する前には、ヘッドフォンを満
充電になるまで継続的に充電します。
ヘッドフォンを充電している間は、LED表示が点灯します (> 7)。バッ  
テリーの残量が危険なレベルまで低下すると、音声メッセージがイヤ
フォンを充電するよう 「Recharge headset」 (「イヤフォンを充電して   
ください」) と促します。
Sennheiser は、ヘッドフォンの充電には同梱の USBケーブルと互換性  
のある一般的な USB 電源アダプターを使用することを推奨していま  
す。

ヘッドフォンのバッテリーを充電する

1. USBケーブルの USB-C コネクタをヘッドフォンの USB-C ポートに挿    
入します。

2. USB A コネクタを USB 電源アダプターの該当するポートに挿入しま    
す（納入品には含まれません）。USB 電源アダプターが送電網に接続さ 
れていることを確認してください。 
ヘッドフォンの充電が始まります。LED ディスプレイがステータスを
表示します。

LED 意味
赤色のパルス バッテリー充電中 (非常に充電が少ない

場合 )

黄色のパルス バッテリー充電中

緑に点灯 バッテリーが完全に充電されました

赤色に点滅 充電 /バッテリーエラーが発生しまし
た (> 25)

USB-A

USB-C

1,5 HRSPulsing

USB-C

USB Micro-B
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ヘッドフォンを Bluetooth機器と接続する
Bluletooth無線通信を使用するため、一度双方の機器 (ヘッドフォン
と例えばスマートフォン ) をお使いのスマートフォンの機器設定を経
由して登録してください。このプロセスはペアリングと呼ばれます。 
操作が指定のステップとは異なる場合、お使いの Bluetooth機器の取
扱説明書にもご注意ください。

Bluetooth無線通信に関する情報
ヘッドフォンは標準の Bluetooth 5.0と互換性があります。 
お使いの音源が以下の高解像度オーディオ Codecをサポートしていれ
ば、音楽は自動的に高音質で再生されます。aptX、aptX、 LL、AAC。
それ以外の場合は、ヘッドフォンは音楽を通常の音質 (SBC) で再生し
ます。
ペアリングされた機器は、電源を入れた直後に Bluetooth無線通信が
確立され、使用することができます。
電源を入れるとヘッドフォンは自動的に、最後に使用した二台の
Bluetooth装置への接続を試みます。ヘッドフォンはペアリングした
Bluetooth機器の接続プロファイルを最大八台まで保存することがで
きます。
ヘッドフォンを九台目の Bluetooth機器にペアリングすると、最も使
用頻度の低い Bluetooth機器について保存されている接続プロファイ
ルが上書きされます。この Bluetooth機器について再度接続を確立し
ようとする場合、ヘッドフォンを再度ペアリングする必要がありま
す。

ヘッドフォンを初めてオンにすると、自動的にペアリングモー
ドに切り替わります。

ペアリングされ、接続された Bluetooth機器

ペアリングされた Bluetooth機器 (現在接続なし )
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ヘッドフォンを Bluetooth機器とペアリン
グする
1. ヘッドフォンの電源を入れ (> 17) Bluetooth機器の近く (最大で 20   

cm) に持っていきます。
2. マルチファンクションスイッチを押して、音声メッセージ「Pairing」

(「ペアリング」) が聞こえるまで 2 秒間ほど押し続けます。
LED表示が青と赤に点滅します。ヘッドホンは接続モードです。

3. Bluetooth機器の Bluetoothを作動させてください。
4. お使いの Bluetooth 機器のメニューで Bluetooth 機器の検索を有効    
にしてください。
Bluetooth 機器の近くにあるすべての有効な Bluetooth 機器が表示   
されます。

5. 見つかった Bluetooth 機器「IE 80S BT」を選択してください。必    
要な場合は、PINコード「0000」を入力します。
ペアリングに成功すると「Pairing successful」と「Device (1)  
connected」(「デバイス (1) と接続しました」) の音声メッセージが   
聞こえます。LED表示が 3秒間青色に点灯します。

3 分以内に接続が確立できない場合は、ペアリングモードは終
了し、イヤフォンはスタンバイモードに切り替えられます。場
合により前記の手順を繰り返します。

このヘッドフォンがいつスタンバイモードに切り替わるかのイ
ンターバルタイムは、調整および変更できます。
この機能を使えるようにするには、Smart Control アプリが必要
です (> 14)。

“Pairing“

 

 

 

1 2

3 4 5

*** IE 80S BT
Keyword: 0000

Menu
Bluetooth on
Bluetooth off

Menu
Add Device

< 20 cm

ON

2s

Hold

 

2s

Hold

Connected
3s

“Device (1) 
connected“

“Pairing 
successful“
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ヘッドフォンと Bluetooth機器の接続を切
る
▷ お使いのBluetooth機器のメニューでヘッドフォンへの接続を切っ
てください。 
ヘッドフォンは Bluetooth 機器から切断されます。「Device (1) 
disconnected」(「デバイス (1) が切断されました」 ) という音声メッ    
セージが聞こえます。ヘッドフォンはその後他のペアリングされた
機器を検索します。 
どの機器も見つからない場合、音声メッセージ「No connection」 
(「接続なし」)が聞こえます。ヘッドフォンはスタンバイモードに
切り替わります。

Smart Control アプリをインストールする
ヘッドフォンの設定と機能を完全に使用できるよう、無料の
Sennheiser Smart Controlアプリがスマートフォンに必要です。 
アプリを Apple AppStore または Google Play からダウンロードし、お
使いのスマートフォンにインストールしてください。別の方法とし
て、お使いのスマートフォンで以下の QR コードをスキャン、または
以下のインターネットサイトで呼び出すことができます。
www.sennheiser.com/smartcontrol

▷ お使いのスマートフォンを Bluetooth無線通信を経由してヘッド
フォンと接続してください (> 12)。

▷ Smart Control アプリを起動します。
▷ アプリの指示に従ってください。
▷ Bluetooth低電力接続を受け入れるには、マルチファンクションス
イッチと通話アシスタントスイッチを同時に 4秒間押します。

Smart Control アプリはヘッドフォンを検知し、すべての使用可能  
な設定と機能を有効にします。

ヘッドフォンの Bluetoothペアリングリストを削除する場合は、
ヘッドフォンを工場出荷時設定にリセットしてください (> 27)。

4s

Hold

http://www.sennheiser.com/device-control-app
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ヘッドフォンにぴったりフィットする適切
なイヤーアダプターを選択する

低音性能など知覚される音質は、ヘッドフォンが耳に正しく着用され
ているかどうかに大きく左右されます。
▷ イヤーアダプターをサウンドチャンネルから引き抜きます。
▷ 新しいイヤーアダプターをサウンドチャンネルに差し込んで、イ
ヤーアダプターがカチリとはまることを確認します。

▷ どの種類のイヤアダプターサイズが自分にいちばんいい音質と掛
け心地が良いかを試してください。
以下の選択肢があります。
– シリコーン製イヤアダプター、 
– 層状型シリコーン製イヤアダプター、それに 
– Comply™ 製メモリーフォームイヤアダプター。

すべてのイヤアダプターにはそれぞれ Sと M、それに Lのサイズがあ
ります。イヤアダプターは確実に耳の穴に挿入し、耳が完全にふさが
るようにします。

L M S

L M S

L M S L ML M S

L M S

Silicone 
ear adapters

Comply ear adapters

Lamellar silicone  
ear adapters

Silicone 
ear adapters

Comply ear adapters

Click
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イヤホンを耳に着用する
▷ 左右のイヤフォンを左右の耳に割り当てます。
▷ ヘッドフォンのイヤフックを後ろから耳に掛けます。

シリコーン

▷ イヤフォンを軽く傾けて耳に挿し込み、外耳道に少し回して挿し
入れ、外耳道内で快適で安定してフィットするようにします
(> 15)。

Comply™ 製メモリーフォーム

▷ Comply™ 製メモリーフォームイヤアダプターを指の間で回して耳
にイヤフォンを挿入します。イヤフォンを 15秒以上掛けたままに
し、イヤアダプターが膨張し、耳の中にしっかり密着するように
してください。

イヤフォンが外耳道内でぐらつき簡単に外れてしまう場合：
▷ 大きなイヤアダプターを試してみてください。

イヤフォンを装着するとすぐに圧迫感を感じる場合：
▷ 小さなイヤアダプターを試してみてください。

15s

Hold

1

3 4

2

Comply is a registered trademark of Hearing 
Components. For more information on Comply™ 
Foam Tips: www.complyfoam.com/sennheiser.
 

Comply 
ear adapters
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ヘッドホンをオンにする

▷ マルチファンクションスイッチを 2 秒間押します。
ヘッドホンがオンになります。「Power on」(「電源オン」) という  
音声メッセージが聞こえ、LED表示が 2秒間緑に点灯します。 
ペアリング済みの Bluetooth機器が無線通信エリアにある場合、音
声メッセージ「Device (1) connected」(「デバイス (1) と接続しま    
した」) が聞こえます。LED表示が 3秒間青色に点灯します。

ヘッドホンをオフにする

▷ マルチファンクションスイッチを 3 秒間押します。
「Power off」(「電源オフ」) という音声メッセージが聞こえ、LED  
表示が 3回赤に点灯します。

警告
大音量による危険 !

大音量で長時間聴くと、恒常的な聴覚障害につながる可能
性があります。
▷ ヘッドホンを装着する前に、音量を下げてください

(> 18)。
▷ 恒常的に大音量で聞かないでください。

ヘッドフォンをオンにするときは、お持ちの Bluetooth機器がす
でに動作していることを確認してください。

Bluetooth が起動していて、ヘッドフォンにペアリングされた
Bluetooth 機器が数分間見つからない場合、「No device found」(  

「デバイスが見つかりません」) という音声メッセージが聞こえ 
ます。LED表示が 3秒間赤色に点灯します。ヘッドフォンはスタ
ンバイモードに切り替わります。

ON

2s

Hold

“Power on“
2s

OFF

3s

Hold

“Power off“
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バッテリーの充電レベルを問い合わせる
ヘッドフォンが Bluetooth 機器と接続されていれば、バッテリーの充
電レベルをお使いのスマートフォンまたは機器のディスプレイに表示
することができます（使用する機器およびオペレーティングシステム
によります）。
Smart Controlアプリでもイヤフォンバッテリーの充電レベルを表示す 
ることができます。
ヘッドフォンは電源をオンにした直後にバッテリーの充電レベルを表
示します。「More than xx % battery left」(「xxパーセントを越えるバッ     
テリーが残っています」) という音声メッセージが聞こえます。 

音量を調節する

音楽の再生音量と電話の通話音量を設定できます。
▷ 音楽を聴いたり電話をかける際は：ボリュームスイッチ + か -を押   
して、再生音量を上げたり下げたりします。

最大音量または最小音量になると、ビープ音が聞こえます (> 8)。

ヘッドフォンは 3 分間ペアリングされた Bluetooth機器が見つ
からないと、自動的にスタンバイモードに切り替わります。 
2秒間ほどマルチファンクションスイッチを押すと、ヘッド
フォンは再びスタンバイモードから復帰します。

このヘッドフォンがいつスタンバイモードに切り替わるかのイ
ンターバルタイムは、調整および変更できます。
この機能を使えるようにするには、Smart Control アプリが必要
です (> 14)。

音声メッセージ 意味
「Recharge headset」 
(「ヘッドセットを充電してく
ださい」)

バッテリーが空です。バッテリーを
充電してください (> 11)。
さらに LED表示が赤く点滅します。

「More than xx % battery left」
(「xxパーセントを越えるバッ
テリーが残っています」)

残りのバッテリー充電容量をパーセ
ントで表示します。

警告
大音量による危険 !

大音量で長時間聴くと、恒常的な聴覚障害につながる可能
性があります。 
▷ ヘッドフォンを着用し、オーディオソースを切り替える
前に、音量を下げてください。

▷ 恒常的に大音量で聞かないでください。
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ベースの調整 

Smart Controlアプリを使うほかに、ヘッドフォンの低音は手動で機械
的に調整することもできます (> 22)。
▷ そのためには付属の音響調整工具を使用します。
最適な音響を確実に得るために、両方のイヤフォンの低音を同じに調
整するよう注意してください。

音声アシスタント /言語選択を使用する
▷ 音声アシスタントスイッチを 1回押します。
お使いのスマートフォンの使用可能な音声アシスタントが有効に
なります (* お使いのスマートフォンで使用されるシステムまたは
使用されるアプリによります。Siri、Google Assistant、Baidu、...)。

▷ 希望するリクエストをアシスタントにお話しください。

音声アシスタント /言語選択を中断するには：
▷ 音声アシスタントスイッチを 1回押します。

– Bass +

R

*Siri, Google Assistant, 
 Baidu, ...
 ... depending on 
 mobile phone.

Press

1x



ヘッドフォンを使用する

20  |  IE 80S BT

音楽再生を制御する
音楽再生機能は、ヘッドフォンと機器が Bluetooth経由で接続されて
いる場合のみ使用できます。スマートフォンまたは音楽プレーヤーの
中にはすべての機能をサポートしないものもあります。

音楽を再生 /一時停止する

▷ マルチファンクションスイッチをスイッチを 1回押します

次のタイトルを再生する
▷ マルチファンクションスイッチをスイッチを素早く 2回押します。

前のタイトルを再生する
▷ マルチファンクションスイッチをスイッチを素早く 3回押します

ヘッドセットを使って電話する
電話機能は、ヘッドフォンと機器が Bluetooth経由で接続されている
場合のみ使用できます。スマートフォンの中にはすべての機能をサ
ポートしないものもあります。
マルチファンクションスイッチ で電話機能を制御できます。 

電話をかける
▷ スマートフォンで希望の番号を選択します。
スマートフォンが通話を自動的にヘッドフォンに転送しない場合、
お使いのスマートフォンで 「IE 80S BT」を出力機器として選択し   
てください（場合によりお使いのスマートフォンの取扱説明書を参
照ください）。

不具合状態 機能
1 回押します 音楽を再生または一時停止する

不具合状態 機能
2 回押します 再生リストの次のタイトルを再生する

不具合状態 機能
3 回押します 再生リストの前のタイトルを再生する
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通話を受ける／拒否する／終了する
ヘッドフォンがスマートフォンと接続されていて、電話がかかると、
ヘッドフォンに着信音が聞こえます。 
音楽を聴いている時に電話がかかると、通話が終了するまで音楽は一
時停止されます。

マイクをミュートにする 

通話の間にヘッドセットのマイクをミュートにするには：
▷ マルチファンクションスイッチを 2 秒間押します
マイクがミュートになります。「Mute on」 (「ミュートにします」)  
という音声メッセージが出ます。 

通話を継続してマイクを再び動作させるには：
▷ マルチファンクションスイッチを 2 秒間押します。
マイクは再び動作するようになります。「Mute off」(「ミュートを 
解除します」) という音声メッセージが出ます。

不具合状態 機能

1 回押します
通話を受ける

1 回押します 通話を終了する
音声メッセージ「Call ended」 (「通
話が終了しました」)

1秒間押し続
けます

通話を拒否する
音声メッセージ 「Call rejected」 (
「通話を拒絶しました」)

1 回押します
通話を受け、現在の通話を終了する

2 回押します 現在の通話を保持してかかってきた
通話を受ける

2 回押します 現在の通話と保持している通話を切
り替える 

2s

Hold

“Mute on“

“Mute off“
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自動的に通話を受けるには
電源が入っていて接続されているヘッドホンなら、かかってきた通話
を直接自動的に受けることが可能です。 
この機能を使えるようにするには、Smart Controlアプリが必要です 

(> 14)。

サウンドイフェクト /イコライザーの設定
サウンドイフェクト /イコライザーを活用するためには、Smart 

Control アプリが必要です (> 14)。 
▷ Smart Control アプリで希望するサウンドイフェクトをイコライ
ザー経由で選択してください。
サウンドイフェクトはヘッドフォン内に保存されます。Smart
Control アプリがなくとも、例えば別の Bluetooth機器を使用すれ
ばこのサウンド設定は有効です。

さらに低音はイヤフォンで機械的に手動で調整できます (> 19)。

音声メッセージ /通知音を設定する
音声メッセージ /信号音を設定するには、Smart Control アプリが必要
です (> 14)。
音声メッセージの言語の変更、音声メッセージと通知音間の選択、ま
たは少数の例外を除いて（バッテリーが切れる通知など）ステータス
メッセージをオフにすることができます。
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イヤフォンの交換
イヤフォン (IE 80 S)を Bluetoothネックバンド (IEN BT)から取り外し
て、イヤフォン (IE 80 S)を別売りケーブル (RCs IE)に接続することが
できます。

イヤフォンを取り外す
▷ イヤフォンとイヤフックををしっかり持ち、コネクターを少しの
抵抗に勝って真っすぐ引き抜きます。
クリック音が聞こえます。

これでイヤフォン (IE 80 S) を IE 80 S のケーブル (RCs IE) に接続できま
す。

イヤフォンを接続する
▷ 各ヘッドフォンのネックバンドの「R」右と「L」左の割り当てに
注意してください。

▷ イヤフォンのラッチラグをソケットに合わせて調節し、カチッと
音がするまでイヤフォンを差し込みます。

ヘッドフォンを保存または運搬する
イヤフォンを使用しない、または運搬する場合は、破損を避けるため
にキャリングケース内で保管してください。

RightLeft
Click Click
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ヘッドフォンを手入れまたは整備す
る

▷ 製品は柔らかい乾いた布と付属の清掃工具のみで清掃してくださ
い。

サウンドチャンネルのグリッドを清掃する
衛生上の理由から、サウンドチャンネルのグリッドは定期的に付属の
清掃工具で清潔にしてください。
▷ 汚れがあったら軽く押して取り除き、清掃工具を使ってサウンド
チャンネルのグリッドの上の汚れをかき出します。 

イヤーアダプターを交換する
衛生のためイヤーアダプターを時には交換してください（特に
Comply™イヤーアダプターは材質特性により有効期限が数カ月に限ら
れます）。交換用イヤーアダプターは最寄りの Sennheiser 取扱店でお
求めいただけます。
1. イヤーアダプターをサウンドチャンネルから引き抜きます。
2. 新しいイヤーアダプターをサウンドチャンネルに差し込んで、イ
ヤーアダプターがカチリとはまることを確認します。

注意
液体は製品の電子部品を破壊する恐れがあります！
製品の筐体の中に液体が入ると短絡の原因となり、製品の電子部品を
破壊することにつながりかねません。
▷ あらゆる種類の液体を当製品に近づけないでください。
▷ 溶剤や洗剤は使用しないでください。
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内蔵型電池についての情報
Sennheiserは、バッテリーが製品購入時に最適化され機能することを
保証します。購入後または保証期間内に、バッテリーが明らかに故障
している疑いがある、または充電 /バッテリーエラーが表示されるよ
うな場合 (> 7)、製品は続けて使用せず、電源から取り外し、製品を
直ちに Sennheiser サービス取扱店に返品してください。

ファームウェアの更新をインストールする
ファームウェアのアップデートは無料でご利用できます。インター
ネット経由または Sennheiser Smart Controlアプリにより入手するこ
とができます。
▷ ヘッドフォンをお使いのスマートフォンに接続し、スマートコン
トロールアプリを起動してください (> 14)。 

▷ アプリ経由で使用可能なファームウェア更新について情報が提供
され、インストールプロセスにより実施されます。

L M S

L M S

L M S L ML M S

L M S

Silicone 
ear adapters

Comply ear adapters

Lamellar silicone  
ear adapters

Silicone 
ear adapters

Comply ear adapters

Click
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よくあるご質問 /エラーが発生した
場合
ヘッドホンがオンにならない？
ヘッドフォンが充電されていることを確認します (> 11)。充電されて
いる場合は、ヘッドフォンを再起動してください (> 27)。

ヘッドフォンが充電できない
ヘッドフォンの再起動を行います (> 27)。
充電コネクターを清掃してください (> 7)

動作時間が短くなる
バッテリーが消耗しています。Sennheiser サービス取扱店へお問い合
わせください。

サウンドが一時的に出なくなる
ヘッドフォンが Bluetooth機器の無線通信エリアにあるかを確認して
ください (> 27)。

サウンドの音量が低すぎる
ヘッドフォン部分で音量を上げてください (> 18)。場合によっては、
スマートフォンで音量を上げてください。

ヘッドフォンのサウンドがおかしい
Smart Controlアプリによりサウンド設定がイコライザーで調整されて
いる可能性があります。Smart Controlアプリへの接続を確立し、イコ
ライザー設定をチェックしてください (> 22)。
イヤフォンの手動バス調整もチェックしてください (> 19)。

サウンドがテレビ /PC 画像と一致しない（話者の唇の動きとずれが
ある）
、低レイテンシーのオーディオ伝送を得るために、aptX低レイテン
シー (LL)スタンダード搭載の Bluetooth機器を使用していることを確
認してください。

ヘッドホンの掛け心地が悪い
違うイヤーアダプターを試し、最も快適なサイズはどれか、最高の音
質を提供するのはどれかを確認してください。(> 15)。

ヘッドフォンは Smart Control アプリと接続されているが、音楽再生
ができない
ヘッドフォンを Smart Controlアプリ経由のみで接続している場合、
ヘッドフォン制御のための接続しか確立されません (Bluetooth Low 

Energy経由 )。音楽再生のためには、お使いのスマートフォンの
Bluetoothメニュー経由でヘッドフォンをスマートフォンとペアリン
グする必要があります (> 12)。

ご質問またはエラーが解決されませんか？
よくあるご質問に記載されていない問題が生じた場合、または記載さ
れている対応策で問題を解決できない場合は、最寄りの Sennheiser 取
扱店までお問い合わせください。
お住まいの国の取扱店は www.sennheiser.comの「Service & Support」
から見つけてください。

http://www.sennheiser.com
http://www.sennheiser.com
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 Bluetooth 通信エリアを離れる場合
無線電話およびストリーミングはお使いのスマートフォンの
Bluetooth通信エリア内でのみ可能です。通信エリアは、壁の厚みや
構成など、環境条件によっても異なります。ほとんどのスマートフォ
ンや Bluetooth機器の通信エリアは、見通しの良好な場所で最大 10 mで
す。
ヘッドフォンでスマートフォンの Bluetooth通信エリアを離れる場合
は、音質はだんだん悪くなり、音声メッセージ「No connection」 (「接
続がありません」) が聞こえ、接続は完全に途絶えます。ヘッドフォ
ンを用い、 Bluetooth通信エリアに戻ると、すぐに接続は自動的に再
度確立され、音声メッセージ「Connected」 (「接続されました」) が
聞こえます。そうならない場合は、1 回ヘッドフォンのマルチファン
クションスイッチを押してください。

ヘッドフォンを再起動する
ヘッドフォンの機能にエラーが発生した際は、再起動してください。
▷ そのためにはヘッドフォンをいったんオフにしてからふたたびオ
ンにします (> 17)。

ヘッドフォンを工場出荷時の設定に戻す /リセットする
ヘッドフォンの機能にエラーが発生し、手動の再起動によって (> 27)

も改善しない場合には、工場出荷時の設定にリセットしてください。
この際には特にすべてのペアリングと音声の設定が削除されます。
▷ お持ちの機器 (例えばスマートフォンなど) のBluetoothを無効にし
てください。

▷ 接続モードを起動します。 (> 13).
ヘッドホンは接続モードです。LEDは赤と青に点滅します。

▷ マルチファンクションスイッチと音声アシスタントスイッチを同
時に 4秒間押します。
LEDは 5回緑色に点灯します。

ヘッドフォンは工場出荷時の設定にリセットされました。

Smart Control アプリを使ってヘッドフォンを工場出荷時の設定
にリセットすることもできます。

ON

“Power on“
2s

2s

Hold

OFF

3s

Hold

“Power off“

1 2

ON

OFF

4s

Hold

5x
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技術仕様
IE 80S BT

Bluetooth

イヤーカップリング 着脱式 Bluetooth® ネックバンド

耳に装着 外耳道
伝送範囲 10 Hz～ 20,000 Hz

トランスデューサ ダイナミック
トランデューササイズ 10 mm

音圧レベル (SPL) 110 dB (1 kHz/0 dBFS)

THD (1 kHz、100 db) < 0.5 %

マイク基本原理 MEMS

マイク周波数帯域 100 Hz～ 10,000 Hz

マイクの感度 (ITU-T P.79準拠 ) -38 dB V/Pa

ピックアップパターン (音声 ) 全指向性マイク 2個

電源 リチウムポリマー電池内蔵：
3.7 V ⎓, 120 mAh;
USB充電：5 V ⎓, 500 mA 

動作時間 6 時間 (SBC による音楽再生 )、
ヘッドフォンバッテリー使用；
スタンバイモードで 340時間

バッテリーの充電時間 約 1.5 時間

温度範囲 運転時：0～ +40°C
保管時：-20～ +60°C

相対湿度 運転時：10～ 80%、結露なし
保管時：10～ 90%

磁界強度 2.4 mT

重量 約 30 g

バージョン 5.0、クラス 1、 BLE

送信周波数 2400 MHz～ 2483.5 MHz

変調 GFSK、π/4 DQPSK、8DPSK

プロファイル HSP, HFP, AVRCP, A2DP

出力 10 mW (最大 )

コーデック SBC、aptX®、aptX® LL、aptX® HD、
AAC、LHDC
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製造者宣言
保証
Sennheiser electronic GmbH & Co. Kgは、この製品を 24か月間保証い
たします。
実際の保証条件については、弊社ウェブサイト www.sennheiser.com

をご覧になるか、または、最寄りの Sennheiser 取扱店までお問い合わ
せください。

以下の要件に準拠しています
• 一般製品安全に関する指令（2001/95/EC）
• 各国固有の音量制限に準拠

EU適合宣言
• RoHS 指令 (2011/65/EU)
Sennheiser electronic GmbH & Co. KGは無線システム型式 IE 80S BT、
IEN BTが無線システム指令 (2014/53/EU)に準拠することを宣言しま
す。
EU適合性宣言書の全内容は以下のウェブサイトでご参照になれます：
www.sennheiser.com/download。

廃棄に関する注意
• バッテリー指令 (2006/66/EC & 2013/56/EU)
• WEEE指令 (2012/19/EU)
製品、バッテリー（ある場合）、および梱包に記載されている車輪付
のゴミ箱に罰印をしたマークは、これらの製品が耐用年数を過ぎても
通常の家庭用廃棄物として処分できず、他の方法で廃棄する必要があ
ることを知らせるものです。梱包の場合はお住まいの国の廃棄物分別
に関する法的規制を遵守してください。
これらの製品のリサイクルに関する情報については、お住まいの地域
当局、自治体の収集または回収場所、または最寄りの Sennheiser

パートナーまでお問い合わせください。
廃棄する電気電子機器、バッテリー（ある場合）、および梱包の分別
回収は、再使用およびリサイクルを促進し、発生し得る汚染物質を避
けることができます。このようにすることで、環境と健康の保護に貢
献することができます。

商標
Sennheiserは Sennheiser electronic GmbH & Co. KG の登録商標です。
Apple, the Apple logo and Siri are trademarks of Apple Inc., registered in 

the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc. 

Android and Google play are registered trademarks of Google Inc. The 

Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by 

Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sennheiser electronic 

GmbH & Co. KG is under license.

Qualcomm aptX is a product of Qualcomm Technologies International, 

Ltd. Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in 

the United States and other countries, used with permission. 

aptX is a trademark of Qualcomm Technologies International, Ltd., 

registered in the United States and other countries, used with 

permission. 

ユーザー文書に記載されている他の製品名および会社名は、各社の商
標または登録商標である場合があります。

http://www.sennheiser.com
メッセージ URL http://www.sennheiser.com/download
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