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安全上の留意項目

©2018 Bose Corporation.本書のいかなる部分も、書面による事前の許可のない複写、変更、配布、
その他の使用は許可されません。

このオーナーズガイドに記載された内容をよくお読みください。また、必要な時にすぐ
ご覧になれるように、大切に保管しておくことをおすすめいたします。

警告 :
•  大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。特に長時間に
わたるヘッドホンのご使用の際は、大きな音量はお避けください。
 -  ヘッドホンを使用する場合は、耳に負担をかけないように適度な音量に調節してください。
 -  再生機器の音量を下げてからヘッドホンを耳に装着し、適度な音量になるまで少しずつ音
量を上げてください。

•  運転中の通話にヘッドホンを使用する場合は、携帯電話とヘッドホンの使用に関する国また
は地域の法令を確認し、これを遵守してください。一部の国または地域の法令では、運転中
の製品の使用について、片耳だけのヘッドホンの使用など、特定の制限事項が適用される場
合があります。車を運転している時は、ヘッドホンを使用して音楽を聴いたりしないでくだ
さい。

•  自転車に乗っている時や、車道、建設現場、線路などの付近を歩いている時などにヘッドホ
ンを使用する場合は、安全に十分注意してください。アラームや警告音などの周囲の音が聞
こえるように、ヘッドホンを外すか、音量を下げてヘッドホンをお使いください。

•  ヘッドホンを飛行機の座席端子に接続する際は、携帯電話用のアダプターは使用しないでく
ださい。使用した場合、火傷などの人身傷害や過熱による物的損害が発生する恐れがあります。

•  熱を感じた場合、または音声が聞こえなくなった場合には、直ちに取り外し、接続を切断し
てください。

•  ヘッドホンを長時間水に浸したり、水泳や水上スキー、サーフィンなどのウォータースポー
ツで使用したりしないでください。

•  火の付いたろうそくなどの火気を、製品の上や近くに置かないでください。

 警告: のどに詰まりやすい小さな部品が含まれています。3歳未満のお子様には適していません。

警告 : この製品には磁性材料が含まれています。埋め込み型医療機器の動作に影響があるか
どうかについては、医師にご相談ください。

 Bose Corporationは、この製品がEU指令2014/53/EUおよび該当するその他すべてのEU指令
の必須要件およびその他の該当条項に準拠していることを宣言します。完全な適合宣
言書については、www.Bose.com/complianceを参照してください。
This symbol means the product must not be discarded as household waste, and should be delivered to an 
appropriate collection facility for recycling. Proper disposal and recycling helps protect natural resources, 
human health and the environment. For more information on disposal and recycling of this product, contact 
your local municipality, disposal service, or the shop where you bought this product.

Names and Contents of Toxic or Hazardous Substances or Elements 
Toxic or Hazardous Substances and Elements

Part Name Lead (Pb) Mercury (Hg) Cadmium (Cd)
Hexavalent 

(CR(VI))
Polybrominated Biphenyl  

(PBB)
Polybrominated  

diphenylether (PBDE)
PCBs X O O O O O
Metal parts X O O O O O
Plastic parts O O O O O O
Speakers X O O O O O
Cables X O O O O O
This table is prepared in accordance with the provisions of SJ/T 11364. 
O: Indicates that said hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is 
below the limit requirement of GB/T 26572.
X: Indicates that said hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for 
this part is above the limit requirement of GB/T 26572. 

http://www.Bose.com/compliance
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Bose® SoundSport® in-ear headphonesについて
Bose® SoundSport® in-ear headphonesは、従来のスポーツ用イヤフォンでは実現
できなかった、バランスの取れたフルレンジのサウンドを提供します。

特長
• 独自のTriPort®テクノロジーにより、音量を上げても低音域の自然な響きが損な
われません。

• 汗や水しぶきに強い防滴性能を実現しています。

• 独自のStayHear®チップによってぴったりと耳の形にフィットし、激しい運動を
長時間行っても安定した装着感が保たれます。

• ヘッドホンを保護するため、軽量で耐久性の高いキャリングケースが付属してい
ます。

• Samsung Galaxyシリーズおよび一部のAndroidデバイスを操作できるマイク付
きリモコンが装備されています。

• 耐久性に優れた設計で、高音質がいつまでも続きます。

• カラーバリエーションがお選びいただけます。
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内容物
箱の中身を取り出して、下図の内容物がすべて同梱されていることを確認してくだ
さい。

クリップ

キャリングケース

StayHear®チップ

L
(ブラック )

M
(グレー )

S
(ホワイト )

L (左 ) R (右 )

マイク付きリモコン

L (左 ) R (右 )

L (左 ) R (右 )

注記 : ヘッドホンには出荷時にMサイズ (グレー )のStayHear®チップが装着されて
います。



 ヘッドホンの使用

6 - 日本語

再生機器への接続
ヘッドホンのケーブルを再生機器の3.5 mmヘッドホン端子に接続します。

ヘッドホンによる機器の操作
Bose® SoundSport® in-ear headphonesにはマイク付きリモコンが装備されています。

注記 :  リモコンの裏面にあるSマークは、このヘッドホンがSamsung Galaxy
シリーズおよび一部のAndroidデバイス用に設計されたものであること
を示しています。一部のモデルやアプリケーションでは、操作機能が限
定される場合があります。リモコンがお使いのモデルで動作するかにつ
いては、お使いの製品の取扱説明書をご覧ください。

ヘッドホンの操作部

1x
1x
2x
3x

音量＋ボタン

中央ボタン

音量－ボタン
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基本機能
音量を上げる 音量 [+]ボタンを押してください。

音量を下げる 音量 [–]ボタンを押してください。

通話に応答する かかってきた電話に応答する場合は、
中央ボタンを押してください。

通話を終了する 電話を切るには、もう一度中央ボタン
を押してください。

かかってきた電話を切る 中央ボタンを2秒間押し続けてから放
してください。

通話中の相手を保留にしてキャッチホ
ンに応答する

通話中に中央ボタンを1回押してくだ
さい。ボタンをもう1回押すと、保留
していた相手との通話が再開されます。

通話中の相手との通話を終了して
キャッチホンに応答する

通話中に中央ボタンを2秒間長押しし
てから、放してください。

音声アプリケーションを使用する 中央ボタンを押し続けます。

ボイスコントロールの詳細については、
機器の取扱説明書をご覧ください。

メディア再生機能
音楽やビデオを再生/一時停止する 中央ボタンを押してください。

トラック送り 中央ボタンを続けて2回押してください。

トラック戻し 中央ボタンを続けて3回押してください。
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正しい装着の重要性
ボーズ製品の優れた音質をお楽しみいただくためには、適切なサイズのStayHear®

チップを選ぶことが大切です。3種類のサイズのチップから、耳に最もフィットす
るものをお選びください。付属のチップをすべてお試しいただくことをおすすめし
ます。

注記 :  耳にフィットしているかどうか確かめるには、声を出してみてくださ
い。チップが耳にフィットしていれば、声がこもったように聞こえます。 
そうでなければ、別のチップをお試しください。

チップにはL (左 )、R (右 )のマークが付いています。左耳用のチップをイヤーピー
スのL側に、右耳用のチップをR側にそれぞれ正しく取り付けてください。

ヘッドホンの耳への装着
ヘッドホンには、耳の窪みに快適に装着できるように設計されたStayHear®チップ
が取り付けられています。このチップのウィング部分が、耳の溝にフィットします。

適切なサイズのチップを選択するには :

1. ヘッドホンが落ちない程度に、ヘッドホンを軽く耳に挿し込みます。

2. ヘッドホンを後頭部側に倒して、イヤーチップのウィング部分を耳の溝におさ
めます。

チップが耳の窪みにしっかりとおさまり、安定して装着できていることを確認
してください。
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イヤーチップの交換
1. チップの縁を、ウィングの付いている側からはがすように持ち上げ、破かない
ように注意してヘッドホンから外します。

注意 : ウィング部分を引っ張って、StayHear®チップを破損しないようにして
ください。

2. ヘッドホンのノズルにチップをかぶせるように差し込み、チップの内側にある
溝がノズル根元の突起部と合うように位置を合わせます。

3. チップを押して、溝をノズルの突起部にはめ込みます。チップがぴったりとは
まり、正しく固定されていることを確認します。
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ヘッドホンの快適な装着のために
ヘッドホンを安定して快適にお使いいただくための装着方法について、ご案内いた
します。ヘッドホンの装着方法に合わせて、クリップを調整します。

クリップの使い方 
クリップでケーブルを衣服などに固定することで、ケーブルが絡みついたりするこ
とを抑えます。エクササイズなどの激しい運動を行う時や右側のイヤーピースだけ
を使用する場合のケーブルの固定に役立ちます。

ヘッドホンの片側使用
Bose® SoundSport® in-ear headphonesは、右 (R)のイヤーピースのみを耳に装着し
て使用できます。周囲の音を聞きながら電話で話をすることができます。
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故障かな？と思ったら
ヘッドホンの使用に問題が生じた場合、次の指示を参照してください。

トラブル 対処方法
音が聞こえない /途切れる • ヘッドホンのケーブルを、音楽再生機器の

3.5 mmヘッドホン端子にしっかりと挿し込
みます。

• 別のサイズのチップを試してみてください。

• 別の音楽再生機器をお試しください。

低音が大きすぎる • 音楽再生機器の音質調整機能をオフにします。

マイクが音を正常に拾わない •  対応している機器を使用していることを確
認します。

注記 :  一部のモデルやアプリケーションで
は、操作機能が限定される場合があり
ます。リモコンがお使いのモデルで動
作するかについては、お使いの製品の
取扱説明書をご覧ください。

•  ヘッドホンプラグをヘッドホン端子にしっ
かり接続します。

•  通話ボタンの裏側にあるマイク開口部がふ
さがれていないことを確認します。

•  もう一度電話をおかけ直しください。

•  別の音楽再生機器をお試しください。

機器がボタン操作に反応しない • ヘッドホンのケーブルを、音楽再生機器の
3.5 mmヘッドホン端子にしっかりと挿し込
みます。

• 2回以上続けて押す操作の場合は、押す速度
を変えてみてください。

機器がリモコン操作に反応し
ない

• 一部の機器では、操作機能が限定される場
合があります。

StayHear®チップが落ちる • イヤーピースのノズル根元にある突起部に
チップをしっかりと取り付けます。

StayHear®チップをなくした • イヤーチップの入手方法はBose®カスタマー
サービスまでお問い合わせください。

イヤーピースからの音がはっき
り聞こえない

• チップやヘッドホンのノズルの先端にごみ
などが詰まっていれば取り除きます。

• 音楽再生機器からヘッドホンを外し、しっ
かりと接続しなおしてください。

• 別の音楽再生機器をお試しください。
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お手入れについて
定期的にお手入れすることをおすすめします。

StayHear®チップ : イヤーチップをヘッドホンから取り外し、水に中性洗剤を溶か
した溶液で洗います。ヘッドホンに取り付ける際には、十分に乾燥していることを
確認してから取り付けてください。

ヘッドホンのノズル : 柔らかい布か綿棒などを使ってそっと汚れを拭き取ってくだ
さい。ノズルの開口部に清掃道具を差し込まないでください。

保証
製品保証の詳細は弊社Webサイトをご覧ください。

製品の登録をお願いいたします。登録は弊社Webサイトから簡単に行えます。製品
を登録されない場合でも、保証の内容に変更はありません。





©2018 Bose Corporation, The Mountain, 
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