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安全に関する重要な注意事項

安全に関する重要な注意事項
X 製品をお使いになる前に、本取扱説明書をよくお読みください。
X 不備があると分かっている製品を使用しないでください。
X 本製品は、必ずBluetooth® 無線通信が可能な環境でご使用ください。 

健康被害と事故の防止
X 大音量での使用は避けてください。ヘッドフォンを大音量にして長時
間にわたって使用すると、聴力に長期的な悪影響を与えることがありま
す。Sennheiserヘッドフォンは中・低音量の場合に特に優れた音質を再現し
ます。
X カナル型イヤホンを耳に深く入れすぎないようにしてください。また、イヤー
アダプターを付けずに挿入しないでください。カナル型イヤホンは、必ず耳
からゆっくりと丁寧に外すようにしてください。
X 本製品は、より強力な永久磁界を生成し、心臓ペースメーカ、植込み型除細動
器（ICD）、および他のインプラント装置への干渉を引き起こす危険性がありま
す。磁石を含む製品構成要素と心臓ペースメーカ、植込み式除細動器、または
他のインプラント当地との間に、少なくとも10cm（3.94インチ）以上の距離を
確保してください。
X 事故や窒息の危険防止のため、製品、アクセサリ、および梱包用部品を子ど
もやペットの手が届く場所に置かないでください。
X 道路を歩く場合や技術を要する作業の際など、特別な注意が必要な状況で
は製品を使用しないでください。

製品の損傷や誤動作の防止
X 腐食や変形を防止するために、製品を常に乾燥した状態に保ち、極端な高・
低温を避けて保管してください。正常な動作時温度は10 ～ 40°Cです。

 X Sennheiser が提供または推奨する付属品、アクセサリ、スペア部品のみを
使用してください。
X 汚れを取り除くときは乾いた柔らかい布を使用してください。
X 製品は丁寧に取り扱い、埃のない、きれいな場所に保存してください。 
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安全に関する重要な注意事項

ご使用上の注意点/責任
このIn-Ear Wireless（イン・イヤー・ワイヤレス）ヘッドフォンは、Bluetoothを
介した無線通信に対応しているモバイル機器（モバイル音楽プレーヤー、携
帯電話、タブレット等）と使用することを目的として設計されています。使用可
能なBluetooth機器として、以下のプロファイルに対応している機器がありま
す。Hands Free Profile (HFP)、Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)
、Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP)。

関連する取扱説明書および製品ガイドに記載されていない用途で本製品を使
用した場合は、不適切な使用とみなされます。

本製品および本製品の付属品/アクセサリを悪用したり誤用したりした結果と
して生じる損害について、Sennheiserは責任を負いません。 

本製品の操作を開始する前に、各国の規制についてご確認ください。

リチウムポリマー電池バックに関する安全上の注意

警告
リチウムポリマー電池パックを乱暴に取り扱ったり正しくない方法で使用する
と、極端な場合には以下を招くおそれがあります。

• 爆発
• 出火

• 発熱
• 煙やガスの発生

充電式電池が内蔵されている製品を廃棄する場合は、指定の回収
場所で処分するか、専門業者に返却してください。

Sennheiserが推奨する充電式電池および充電器のみをご使用く
ださい。

充電式電池が内蔵されている製品の充電は、10 ～ 40°C温度環境
でのみ行ってください。

電池を装着した製品は、使用後にスイッチをオフにしてください。

本製品を長期間使用しない場合は、定期的に内蔵充電式電池を
充電してください（約3ヶ月ごと）。

70°Cを超える温度にならないようにしてください。直射日光に当て
たり、火に投げ込んだりしないでください。

充電式電池が内蔵された製品に明らかな欠陥が見られた場合は、
製品を充電しないでください。
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M2IEBTIn-EarWirelessヘッドフォン

M2 IEBT In-Ear Wirelessヘッドフォン
M2  IEBT SW In-Ear Wirelessヘッドフォンは妥協のないスタイルとサウンドパ
フォーマンスを提供し、どこにでも移動できるすぐれた携帯性を備えています
ます。このヘッドフォンの高品質な設計は、Bluetooth 4.2とQualcomm® aptX™
、またはAACオーディオコーデックによる抜群のワイヤレスサウンドを組み合
わせていますん。

特長
•  優れた音響精度を実現する特注ステンレス製イン・イヤー・サウンドトンネル
•  本物のHi-Fi サウンドを提供するQualcomm® aptX™対応
•  サウンド品質と透明性を向上させるAAC (Advanced Audio Coding) に対応
• 1.5時間の充電で連続使用時間6時間
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M2IEBTIn-EarWirelessヘッドフォン

Bluetooth

M2 IEBT SW In-Ear Wirelessヘッドフォンは、Bluetooth 4.2規格に適合してお
り、Bluetooth 1.1、1.2、2.0、2.1、3.0、4.0、4.1および以下のプロファイルの機器
で使用できます。Hands Free Profile (HFP)、Advanced Audio Distribution 
Profile (A2DP)、Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP)。

aptXTM

AACまたはaptX™ オーディオコーディングにより、クリアで純粋なステレオサウ
ンドを満喫できます。聴くだけでなく、本来意図されたオーディオを体感するこ
とができます。aptXTMを採用したBluetooth技術により、最高音質の有線接続に
劣らない音質でワイヤレスオーディオを提供できるようになりました。

aptXTM

Qualcomm® aptX™ LL（Low Latency）オーディオはお使いのBluetooth® ワ
イヤレス対応デバイスがビジュアルメディアと同期してサウンドを出せるように
します。オーディオ送信の遅延を低減してエンドツーエンドの速度を高めること
で、高品質で同期したユーザー体験を可能にします。aptX LL により、ゲームや
動画などのアプリケーションを自由にワイヤレスで楽しむことができます。
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パッケージに同梱されている品目

パッケージに同梱されている品目

ヘッドフォン

携帯用ケース

XS S L イヤーアダプター

充電用USBケーブル

Quick
Guide クイックガイド

Safety
Guide 安全に関する注意事項

アクセサリ一覧をwww.sennheiser.comに掲載しています。サプライヤー
については、お近くのSennheiser代理店にお問い合わせください
（www.sennheiser.com> “Sales Partner”）。
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製品概要

製品概要

各ヘッドフォンの概要

1 イヤーアダプター 6 音量/トラック - ボタン
2 Bluetoothアンテナ（位置） 7 LED

3 ケーブルオーガナイザー 8 マイクロUSB入力
4 音量/トラック + ボタン 9 マイクロUSBカバー
5 マルチ機能ボタン 0 マグネット式ベース 

98

4

6
7

5

03

1

2
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製品概要

各ピクトグラムの概要

ボタンの押し方を示すピクトグラム

ピクトグラム 意味

1x ボタンを押してすぐ放します

2x ボタンを2回押します

2s ボタンを2秒間押し続けます
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製品概要

LEDを示すピクトグラム

ピクトグラム 意味

LED点灯

間隔は点滅を示します

LEDは点灯または点滅し続けます

3s LEDが点滅を始めるまで点灯する時間

本書で使用するピクトグラムの例：

ピクトグラム 意味

5m

LEDは点滅し続けます

3s LEDは3秒間点灯して消灯を繰り返します

2s 2s LEDは点灯して2秒間消灯を繰り返します

LEDは点灯し続けます 

1s LEDは連続的して毎秒青色と赤色に点滅します

ピクトグラム「i」
ピクトグラム「i」が付いている注記には、ヘッドフォンの使用に関する有用
な情報が記載されています。
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製品概要

各LEDが示す意味の概要

操作時にLEDが示す内容

LED 意味

ヘッドフォンがオンになります

機器とのペアリング/接続に成功しました

ヘッドフォンがオフになります

機器とのペアリングに失敗しました

1s ヘッドフォンはペアリングモードです

1.5s
1s 1s

1.5s 着信

ペアリング設定がヘッドフォンから消去されま
した

2s 2s
ヘッドフォンは休止モードになっています（た
とえば、ヘッドフォンはペアリングされています
が、機器に接続されていません）
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製品概要

各ボタンの概要

マルチ機能ボタン

押す回数 機能 ページ

1x
通話への応答/終了

通話中に着信通話に出て最初の通話を終了します

トラックの再生/一時停止

22

22

21

1s
通話を拒否します

ヘッドフォンとスマートフォンの間で通話を転送し
ます

22

23

2x
通話中に着信通話に出て最初の通話を保留にしま
す/2つの通話を交互に切り替えます

22

3x
音声コントロールをアクティブにします 24

音量/トラック + ボタン

押す回数 機能 ページ

1x
音量を上げます 18

1s
次のトラックを再生します 21

音量/トラック - ボタン

押す回数 機能 ページ

1x
音量を下げます 18

1s
前のトラックを再生します 21
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使用を開始する前に

使用を開始する前に

充電の基礎知識
フル充電サイクルは約1.5時間です。ヘッドフォンを初めて使用する前に、充電
式電池を途中で中断することなくフル充電してください。 

ヘッドホンを充電する際には、付属のUSBケーブルのみを使用することをお
勧めします。外付けUSB電源アダプターを使用して充電する場合は、定格出力
500 mA以上のアダプターを使用することをお勧めします。

LED 意味

充電中 

フル充電済み

1.5 h



M2 IEBT SW | 13 

使用を開始する前に

ヘッドフォンを充電する
1.  マイクロUSBカバーを開き、マイクロUSBユニットにアクセスします。
2.  充電デーブルのUSBプラグをヘッドフォンのマイクロUSB入力に接続しま
す。

3. USBプラグをコンピューターのUSBポートに接続します。外付け電源アダプ
タを使用している場合は、USBプラグを電源アダプタまたはUSB自動車充電
器用アダプタに接続し、電源装置に接続します。 
ヘッドフォンの電池残量によって、LEDが点滅または点灯します。ヘッドフォ
ンは、過充電を防止するインテリジェントな充電テクノロジーを搭載してい
ます。 

1.5 h

CHARGING TIME

* not included.

*

*

*3

1

2

15°C未満の温度環境では、充電時間が長くなる場合があります。
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使用を開始する前に

ヘッドフォンをペアリングする

注意
故障の危険があります！

携帯電話の送信電波は、保護されていない敏感な機器の動作を損
なう可能性があります。

X ヘッドフォンを使い通話を行う場合は、Bluetooth無線通信が可
能な場所でのみ行ってください。

M2  IEBT  SW In-Ear Wirelessヘッドフォンは、Bluetooth4.2規格に適合してい
ます。Bluetooth技術によりデータをワイヤレスで送信するためには、以下のプ
ロファイルに対応しているBluetooth機器とヘッドフォンをペアリングする必要
があります。

 X Hands Free Profile (HFP) 

 X Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP)

 X Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)

初めてヘッドフォンをオンにする場合、自動的にペアリングモードになります。
ヘッドフォンが複数の装置とペアリングされている場合、自動的に直近に接続
された2Bluetoothに接続されます。ヘッドフォンは、最大8台までペアリングし
たBluetooth機器またはスマートフォンの接続プロファイルを保存できま。

ヘッドフォンを9台目のBluetoothソースとペアリングすると、保存済みの
Bluetooth機器のうち使用頻度が最も少ないものの接続プロファイルが上書き
されます。上書きされたBluetooth機器との接続を再び確立したい場合は、ヘッ
ドフォンをペアリングし直す必要があります。

paired

paired + 
connected

ヘッドフォンをPCまたはMacにペアリングし接続するには、BTD 800 
USBなどのSennheiserBluetooth USBドングルの使用をお薦めします。
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使用を開始する前に

ヘッドフォンとBluetoothをペアリングする
この手順を行う際には、スマートフォンから20  cm以内にヘッドフォンがあり、電
源がオフになっていることを確認してください。 

初めて電源をオンにすると、ヘッドフォンは自動的にペアリングモードに
なります。

1.  マルチ機能ボタンを4秒間押します。 
音声メッセージ “power on” が聞こえてからビープ音が鳴ります。LEDが同
時に青色と赤色で点滅します。ヘッドフォンがペアリングモードになります。

2.  スマートフォンでBluetoothを有効に設定してください。
3.  スマートフォンで、Bluetooth機器の検索を開始します。 
スマートフォンの近くにあるアクティブなBluetooth機器がすべて表示されま
す。

4. Bluetooth機器の一覧から “*** IE FREE” を選択します。必要な場合は、既定
のPINコード “0000” を入力します。
ペアリングに成功すると、“connected”という音声メッセージが聞こえま
す。LEDが青色で3回点滅します。 

Menu
Add Device

Menu
Bluetooth on
Bluetooth off

*** IE FREE

*** IE FREE
Keyword: 0000

3

4

1

2

1s 1s

› connected ‹ 

4s

< 20 cm

5分以内に接続が確立されない場合、ペアリングモードは終了し、ヘッドフ
ォンがオフになります。必要に応じて、ペアリング手順をやり直してくだ
さい。
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使用を開始する前に

ヘッドフォンをBluetooth機器から切断する
X スマートフォンでBluetoothを無効に設定してください。
ヘッドフォンはスマートフォンから切断されます。その後、別のペアリングし
た機器がヘッドフォンによって検索されます。機器が見つからない場合は、
音声メッセージ “lost connection” が聞こえます。ヘッドフォンが休止モード
になります。

Menu
Bluetooth on
Bluetooth off

› lost connection ‹ 
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ヘッドフォンを使用する

ヘッドフォンを使用する

ヘッドフォンの着用
1.  インイヤーヘッドフォンは前からでも後ろからでも着用できます。
2.  ケーブルオーガナイザーを調整してケーブルの長さを合わせます。
3.  必要に応じて、マグネット式のヘッドフォンベースを一緒にして留めて、イン
イヤーヘッドフォンが首周りに固定されるようにします。

1 2

FRONT

BACK

3

デフォルトでは中型のイヤーアダプターがヘッドフォンに装着されてい
ます。必要に応じて、耳にぴったりとフィットするサイズのイヤーアダプタ
ーに交換します。

ヘッドフォンをオンにする

警告
大音量で聴くと危険です !

長時間にわたり大音量で聴くと、長期的な聴覚障害につながるお
それがあります。

X ヘッドフォンを装着する前に、音量を下げてください。
X 大音量にしたままヘッドフォンを装着し続けないでください。

X マルチ機能ボタンを2秒間押します。
音声メッセージ “power on” および ”connected” が聞こえます。LEDが青色
で3回点滅します。

ヘッドフォンの電源をオンにするときは、スマートフォンで必ずBluetooth
機能を作動させてください。

ヘッドフォンをオフにする
X マルチ機能ボタンを4秒間押します。
音声メッセージ “power off” が聞こえます。LEDが赤色で3回点滅します。 
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ヘッドフォンを使用する

音量を調整する

警告
大音量で聴くと危険です !

長時間にわたり大音量で聴くと、長期的な聴覚障害につながるお
それがあります。音源を切り替えると、音量が急に大きくなり、聴覚
を損なう可能性があります。 

X ヘッドホンを装着する前、および音源を切り替える前には、音量
を下げてください。
X 大音量にしたままヘッドフォンを装着し続けないでください。

楽曲と電話の着信音をお好みの音量に調節することができます。 

X 音量を調整するには、音量/トラック + または - ボタンを一度押してください。
音量が最小または最大に達すると、警告音が鳴りますす。

押す回数 機能

1x

音量を上げます

1x

音量を下げます
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ヘッドフォンを使用する

ヘッドフォンの電池残量を確認する
ヘッドフォンが休止モードで、音楽の再生または電話に使用していないの時
に、残り再生時間や通話時間を確認することができます。

X 音量/トラックボタンをすばやく押します。
音声メッセージが残りの再生時間を知らせます。

音声メッセージ LED 意味

“recharge headset”
電池の残量が非常に少なく

なっています（2%未満）

“below 1 hour play time” 電池の残量が 10% 未満です

“between 1 and 2 hours play 
time” 1s

電池の残量が 20% 未満で

す

“between 2 and 4 hours play 
time” 1s

電池の残量が 50% 未満で

す

“between 4 and 6 hours play 
time“ 1s 電池の残量が50%以上です

.
機器の電池残量インジケータ

ヘッドフォンの電池寿命も、スマートフォンまたは機器の画面に表示されること
があります。
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楽曲/動画の再生

楽曲/動画の再生
音源がAAC、aptXまたはaptX LLコーデックに対応している場合、M2  IEBT  SW 
In-Ear Wirelessは驚きの高解像度音質で、自動的にワイヤレスで楽曲
を再生します。音源がこれらのオーディオコーデックに対応していない場
合、M2 IEBT SW In-Ear Wirelessは通常の音質で楽曲を再生します。

aptX LLコーデック対応の機器でヘッドフォンを使用して動画を観ている場合、
ビジュアルメディアとのサウンドの同期は自動的に最適化され、非常に高精度
のオーディオビジュアル体験が可能になります。

X ヘッドフォンをスマートフォンとペアリングおよび接続するには、14　ペ
ージを参照してください。
X スマートフォンまたはデバイスで楽曲/動画を再生します。
楽曲はM2 IEBT SW In-Ear Wirelessヘッドフォンを通して再生されます。
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楽曲/動画の再生

音楽再生のコントロール
次のミュージック機能は、ヘッドフォンと機器がBluetoothで接続されている場
合に使用できます。スマートフォンまたは音楽プレーヤーによっては、一部の機
能がサポートされていない場合があります。 

楽曲の再生/停止
X マルチ機能ボタンを短く押します。

押す回数 機能

1x 楽曲の再生または停止

次のトラックの再生
X 次のトラックを再生するには、音量/トラック + ボタンを1秒間押します。

押す回数 機能

1s プレイリストの次のトラックを再生し
ます

前のトラックの再生
X 前のトラックを再生するには、音量/トラック - ボタンを1秒間押します。

押す回数 機能

1s プレイリストの前のトラックを再生し
ます
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ヘッドフォンで通話する

ヘッドフォンで通話する 
以下の通話機能は、ヘッドフォンとスマートフォンがBluetoothまたはUSB ケー
ブルで接続されているときに利用できます。スマートフォンによっては、一部の
機能がサポートされていない場合があります。

通話する
X スマートフォンで目的の番号をダイヤルします。
スマートフォンが自動的に通話をヘッドフォンに転送しない場合は、スマー
トフォンでM2 IEBT SW In-Ear Wireless（*** IE FREE）を音源として選択し
てください （必要に応じてスマートフォンの取扱説明書を参照してくださ
い）。

通話に出る、通話への応答を拒否する、終了する
ヘッドフォンをスマートフォンに接続している場合、着信があるとヘッドフォン
で着信音が聞こえてLEDが紫色に点滅します。 

音楽を再生しているときに着信があると、通話を終了するまで音楽は一時停止
されます。 

X マルチ機能ボタンを押します。

押す回数 機能 シグナル

1x
通話に応答します  

1x
通話を終了します “call ended”

1s
通話を拒否します “call rejected”

1x 12

通話中に着信通話に
出て最初の通話を終
了します

2x
HOLD

通話を保留にする

2x
2

HOLD

1
通話中に着信通話に
出て最初の通話を保
留にします

2x
HOLD

2
1

2つの通話を交互に切
り替えます

1s
12

着信を拒否して現在
の通話を継続します
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ヘッドフォンで通話する

通話のミュート/ミュート解除
X 通話中にすばやくマルチ機能ボタンを二度押します。

押す回数 機能 シグナル

2x 通話がミュート（消音）になり
ます。

2x 通話のミュートを解除します。

通話をヘッドフォンに転送する/ヘッドフォンから転送する
通話が確立されると、ヘッドフォンとスマートフォン間で通話を転送することが
できます。 

X マルチ機能ボタンを1秒間押し続けます。

押す回数 機能

1s ヘッドフォンからスマートフォンに通話を転
送します

1s スマートフォンからヘッドフォンに通話を転
送します

リダイヤル
ヘッドフォンで楽曲を再生していない時、または通話に使用していない時に、こ
の機能を使用できます。

X マルチ機能ボタンを2回押します。 

押す回数 機能 シグナル

2x 最後にかけた番号にリダイ
ヤルします

“redialing”

1x リダイヤルを取り消します “call ended”
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ヘッドフォンで通話する

音声コントロール機能
ヘッドフォンを通話に使用していない時に、この機能を使用できます。

1.マルチ機能ボタンを3回押します。

押す回数 機能 シグナル

3x 音声コントロールを開始

します
“voice dialing“

2.音声コマンドを声に出して言います（例、“Call Jane”）。 
Bluetoothスマートフォンがジェーンに電話をかけます。
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お手入れとメンテナンス

お手入れとメンテナンス

注意
液体を使うと、製品の電子部品が破損することがあります !

液体が製品の筐体内に入って、電子部品がショートし破損する

原因になることがあります。

X 本製品に液体を近づけないでください。
X 溶剤や洗剤は使わないでください。

イヤーアダプターの変更
耳のサイズに合わせてイヤーアダプターを交換できます。交換用のイヤーアダ
プターはお近くの Sennheiser 代理店でお求めいただけます。

1.イヤーアダプターを軽く引張り、イン・イヤー・サウンドトンネルから完全に取
り外します。

2.新しいイヤーアダプターをイン・イヤー・サウンドトンネルに押し付けて留め
ます。完全にはまっているか確認してください。
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お手入れとメンテナンス

保管および取り扱い
ヘッドフォンを良好な状態に保ち、傷等がつかないようにするため、使用しない
時や持ち運ぶ時は、ヘッドフォンをキャリーケースに入れて保管してください。
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お手入れとメンテナンス

充電式電池について
Sennheiser はヘッドフォン/イヤフォンの購入に際し、最適な状態で電池が機
能するよう保証します。購入に際して、もしくは保証期間中に、電池の欠陥が明
らかに疑われる場合は、イヤフォン/ヘッドフォンをSennheiser認定サービス提
携会社までご返品ください。
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エラーが発生した場合

エラーが発生した場合
問題 考えられる原因 考えられる対応策 ページ

ヘッドフォン
をオンにでき
ない

電池残量がありません ヘッドフォンを充電して
ください。

13

音声信号が送
られてこない

ヘッドフォンが機器と
ペアリングされていま
せん

ヘッドフォンがペアリン
グされているか確認し
てください。必要な場合
は、ヘッドフォンを機器
とペアリングし直してく
ださい。

14

音量が小さすぎる 音量を上げてください。 18

ヘッドフォンがオフに
なっています

ヘッドフォンをオンにし
ます。

17

ヘッドフォンを
接続できない

スマートフォンがオフ
になっています

スマートフォンをオンに
してください。

スマートフォンで
Bluetoothが無効に設
定されています

スマートフォンで
Bluetoothを有効に設定
してください。

ボタンを押して
もヘッドフォン
が反応しない

ヘッドフォンの機能に
不具合があります

ヘッドフォンのペアリン
グ設定を消去して、もう
一度ペアリングしてくだ
さい。

29

一覧に記載されていない問題が発生した場合、または一覧に記載されている
対応策で問題を解決できない場合は、Sennheiser認定サービス提携会社にご
相談ください。

お住まいの国のSennheiser サービス提携会社は、www.sennheiser.comで検
索できます。
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エラーが発生した場合

Bluetooth送信範囲を出た場合
ワイヤレス通話およびストリーミングは、ご使用のスマートフォンのBluetooth
送信範囲でのみ行えます。送信範囲は、壁の厚みや構成物など環境条件に大
きく左右されます。障害物のない見通し線の場合、ほとんどのスマートフォンや
Bluetooth機器の送信範囲は最大 10 m です。

ヘッドフォンがスマートフォンのBluetooth送信範囲から出ると音質が低下し、
音声メッセージ “lost connection” が聞こえます。この時点で、接続は完全に中
断します。Bluetooth送信範囲に再び入り、音声メッセージ “connected” が聞こ
えれば、接続を再確立できます。

X 接続を再確立するには、マルチ機能ボタンを押します。

以前のペアリング機器を削除します
1.  ヘッドフォンをペアリングモードに設定します。14ページを参照してくだ
さい。
LEDが青色と赤色に点滅します。ヘッドフォンがペアリングモードになります。

2.  音量/トラック + ボタンを2秒間押します。 
LEDが紫色に3回点滅します。ヘッドフォンは全ての機器から切断され、ただ
ちにペアリングモードになります。

1 2

1s 1s4s
2s



30 | M2 IEBT SW

技術仕様

技術仕様
In-Ear Wirelessヘッドフォン
イヤーカップリング カナル型
周波数特性 15 ～ 22,000 Hz
形式 ダイナミック
音圧レベル（SPL） 112 dB（パッシブ： 1 kHz/0 dBFS)
THD（1 kHz、100 dB） < 0.5%
ピックアップパターン（音声） 無指向性
入力 3.7 V⎓、100 mAh: 内蔵の充電式リチウ

ムポリマー電池
5 V⎓、 500 mA: USB 充電

動作時間 最大6時間（A2DP)/ 8.5時間(HFP）
温度範囲 動作時：0 ～ 40°C

保管時：-25 ～ 70°C
表面静磁場最大値 100 mT
充電時間 1.5 時間
重量 約 17 g

Bluetooth
バージョン 4.2、クラス 1
転送周波数 2402 ～ 2480 MHz
変調方式 GFSK、π/4 DQPSK
プロファイル HFP、AVRCP、A2DP
RF 出力電力 10 mW（最大）
対応コーデック SBC、AAC、aptX、aptX LL
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商標

商標
Bluetooth® のワードマークとロゴは Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標
です。Sennheiser electronic GmbH & Co. KG はライセンスに基づいてこれら
の商標・商号を使用しています。

Qualcomm aptX は Qualcomm Technologies International, Ltd. の製
品です。Qualcomm は、アメリカ合衆国およびその他の国で登録された 
Qualcomm Incorporated の商標であり、許可を得て使用しています。aptX は
アメリカ合衆国およびその他の国で登録された Qualcomm Technologies 
International, Ltd. の商標であり、許可を得て使用しています。

本取扱説明書で言及しているその他の会社および製品名は、各所有者の商標
です。



  

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG
Am Labor 1, 30900 Wedemark, Germany 
www.sennheiser.com 
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