
このたびは、本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本製品をご使用の前に、取扱説明書を必ずお読みいただき、正しく安全に
お使いください。この説明書は大切に保管し、必要に応じてご覧ください。

骨伝導ヘッドホン UU60

取扱説明書

Ver 1.0

保証書付

警告

安全のために自転車やバイク、自動車の運転中に本機を使用しない。
周囲の音が聞こえにくくなるため、重大な事故を招くおそれがあります。



製品本体および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産の損害を
未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。
次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守り
ください。
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安全上のご注意
1：はじめに

警告
この表示は、取扱いを誤った場合「死亡または重傷を負う危険が
想定される」内容を示しています。

この表示は、取扱いを誤った場合「傷害を負う危険が想定され
る」内容、および「物理的損害の発生が想定される」内容を
示しています。

してはいけない内容を示しています。

実行しなければならない内容を示しています。

注意

禁止

強制

警告

禁止
安全のために自転車やバイク、自動車の運転中は使用しない。
周囲の音が聞こえにくくなるため、重大な事故を招くおそれがあ
ります。

歩行中交差点や踏切、工事現場など周囲の音が聞こえない
危険な場所では使用しない。重大事故の原因となります。

発熱、発煙、変色、変形、異臭などの異常を感じるときは
直ちに使用を中止する。故障、破裂、感電を招くおそれが
あります。

本機の内部に水などが入った場合は直ぐに使用を中止する。
また、水道の蛇口付近、風呂場、雨の当たる場所や湿度の
高い場所での使用しない。火災や感電の原因となります。

分解や改造はしない。
故障、火災、感電を招くおそれがあります。禁止

禁止

強制

強制
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警告

注意

禁止
火のそばや炎天下の車中などで充電、保管、放置をしない。
故障、破裂、火災の原因となります。

アルコール、シンナーなどの引火性溶剤の近くで使用しない。
引火性溶剤が本機内部の電源部品などに接触すると、火災や
感電の原因となります。

落雷の恐れがある場合は使用を中止する。

医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステムが
周囲にあるとき、また高い安全性や信頼性が求められる
環境下では使用しない。

充電式電池の液体が目の中に入ったときは、こすらずに
すぐきれいな水で洗った後、直ちに医師の診察を受ける。

禁止

禁止

禁止

強制

禁止

充電式電池が液漏れしたときは、使用を中止し素手で
液体をさわらない。

本製品を使用中、肌に異常を感じたときは使用を中止し
医師に相談する。

踏んだり、乗ったり、投げたり落としたりしない。
故障の原因となります。

指定以外の方法で充電をしない。破損や充電式電池の液漏れ、
過熱などにより火災やけが、周囲の破損の原因となります。

取扱い説明書記載の充電時間を超えても充電が完了しない
ときは、充電を中止してください。そのまま充電をし続ける
と充電式電池が破損するおそれがある。

飛行機内では使用しない。飛行機の通信システムを妨害
するおそれがあります。

禁止

禁止

禁止

禁止

禁止



本製品はリチウムイオン電池を使用しています。リチウムイオン電池はリチウムが含まれ
ており、誤った使用・取り扱い・廃棄により爆発する恐れがあります。
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注意

ベンジン、シンナー、化学合成洗剤で本機をふなない。
外装が痛んだり、溶解することがあります。

大音量で長時間続けて聞くことにより、身体に異常が
あらわれたり感じたりしたときは、直ちに使用を中止し
医師に相談する。

USB充電プラグを抜き差しするときは、ケーブルを引っ張らずに
USB充電プラグを持って抜き差しする。

充電するときは、USB充電コネクターを根元まで確実に
差し込んでください。本機の充電ランプが赤色に点灯したか
確認してください。

禁止

強制

強制

強制

内蔵電池についてのご注意

● 火の中に入れたり、加熱しないでください。また、直射日光の当たる場所、
高温多湿の場所、車内等に放置しないでください。

● 使用中、保管時等に発熱したり、異臭を発したり、変色、変形など異常を感じた
ときは使用を中止してください。

● 電子レンジや高圧容器に入れないでください。
● 水、海水、ジュースなどで濡らさないでください。
● 強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。
● 所定の時間を超えても充電が終わらない場合は、充電を止めてください。
● 指定以外の方法で充電しないでください。
● 満充電状態、または電池残量が少ない状態での保管は避けて下さい。

電池の性能や寿命を低下させる原因となります。
● 電池は消耗品です。保証の対象にはなりません。

お手入れについて

● 汚れは柔らかい布で優しくふき取ってください。
●汚れがひどい場合は、柔らかい布を水で浸し、固く絞ってから優しくふき取って
ください。

●ベンジーやシンナーなど溶剤や洗剤などのご使用しないでください。
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2：パッケージ内容の確認
本パッケージには下記のものが含まれます。お使いになる前にパッケージの内容を
確認してください。

□ 本体（骨伝導ヘッドホン）

□ microUSB充電ケーブル

□ 耳栓

□ 取扱説明書（保証書内に記載）

・本体 ・microUSB
充電ケーブル

・耳栓 ・取扱説明書

3：製品仕様

製品名 / 型式 骨伝導ヘッドホン/ UU60

スピーカー 骨伝導スピーカー ※大きい音量で聞くと音漏れします

通信方式 Bluetooth Ver4.2 （伝送距離10m以内）

周波数特性 20～20KHz

充電時間 約2時間

動作時間 音楽再生時間 6時間 / 通話時間 5時間

連続待機時間 約168時間

充電方式 DC 5V 1A

バッテリー リチウムイオンポリマーバッテリー 3.7V 200mAh

動作温度 -10℃～45℃

防水性能 生活防水

外形寸法 104(W)×60(H)×139(D)mm

重量 / 材質 3.８kg / チタン合金、シリコン

※仕様及びは外観は改善の為予告なく変更することがあります。
※取扱説明書に掲載画像・イラストは一部製品と異なる場合があります。
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4：各部の名称
①

②
③
④
⑤
⑥

名称 表示 操作/機能 音声

① LDEDランプ

電源ON時/使用時 ：青ランプゆっくり点滅

Bluetooth接続時 ：青ランプゆっくり点滅

初期設定ペアリング：青、赤ランプが交互に点滅

② 電源ボタン
オン：電源ボタンキーを3秒長押し

オフ : 電源ボタンキーを3秒長押し

Power on

Poewr off

③ － ボタン －

音量調整

－ ボタン：音量が下がる

前の曲

－ ボタン：2秒長押し

④ ＋ボタン ＋

音量調整

＋ ボタン：音量が上がる

次の曲

＋ ボタン：2秒長押し

⑤ USB充電ポート 本機を充電時に使用します

⑥
ファンクション
ボタン

再生/一時停止 ： 1回押す

次の曲 :   2回押す(ダブルクリック)

着信応答 ： 1回押す

呼び出し終了 ： １回押す

着信拒否 :   2回押す(ダブルクリック)

初期設定ペアリング：長押しする Ready to pair

■装着方法

・頭部の後ろから本製品を装着し、耳の前の頬骨の
あたりに骨伝導パットをあてます。

※長時間装着すると、骨伝導パッドをあてている部分が
痛くなることがあります。その際は使用を中止して
時間をおいてから再度ご使用ください。

※本機と皮膚に汗などがついた状態で長時間しないで
常に拭いてください。

※耳栓は本体使用環境時にご使用ください。

骨伝導パット



電源のオン：電源ボタンキーを３秒長押し Poewr onの音声が流れる。
LEDランプの青色がゆっくし点滅

電源のオフ：電源ボタンキーを３秒長押し Poewr offの音声が流れる。

スマートフォン(携帯電話)側のBluetoothの設定をONにしてください。
本製品の電源をオンにし、Power onのあとにReady to pairの音声が流れたら接続中です。
本体のLEDランプが青色・赤色が交互に点滅。
スマートフォン(携帯電話)側のBluetooth接続画面に、「Z8」が表示されペア設定を行い接続は終了です。
本体LEDランプが青色に点滅。
スマートフォン(携帯電話)の再生音楽を本機で楽しむことができます。
本機が一度スマートフォン(携帯電話)に登録になると、スマートフォン(携帯電話)のBluetoothの設定が
ONになっている場合は、本機の電源をオンにすると自動的に接続となります。
※接続方法はスマートフォンの機種により異なりますので、メーカーの接続方法をご確認ください。
※接続や操作できない場合は、他機と接続されていないか確認してください。
※接続や操作できない場合は、ファンクションキーを長押しして再度、初期設定のペアリングを
行ってください。

初めてBluetooth接続を行うときは、初期設定のペアリングを行う必要があります。
ペアリングとは通信を行う機器（相手機器）に本製品を登録させる操作です。
相手機器によりペアリング方法が異なりますので、下記参考例に従ってペアリングをしてください。

5：操作
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■電源のオン／オフ

■Bluetooth搭載のスマートフォン（携帯電話）と接続して音楽を楽しむ

■その他のボタン操作

・音量調節：＋－ボタンを押す。
・音楽の再生/一時停止：ファンクションボタンを１回押す。
・前の曲/次の曲：＋ボタンを2秒長押しすると次の曲

－ボタンを2秒長押しすると前の曲
ファンクションボタンを2回押す(ダブルクリック)と次の曲に変わります。

・電話に出る：ファンクションボタンを1回押す。
・電話を切る：ファンクションボタンを1回押す。
・着信拒否 : ファンクションボタンを2秒ほど長く押す。

■充電の仕方

・電池残量が少なくなると本体LEDランプが赤色に点滅します。
・本機の電源を切り本体USB充電ポートに、付属のmicroUSBケーブルを差込みその反対側のUSB端子を
パソコンや市販のUSB充電器に差し込んで充電してください。LEDランプが赤色から青色になれば
充電は完了となります。充電機器を全て外してください。

6：故障かな？と思ったら
症状 チェック項目

電源が入らない ・バッテリーは充電されていますか。

・電源スイッチはONになっていますか。

音が出ない ・Bluetoothのペアリングは正しく行いましたか。
・Bluetooth機器の設定は正しくなされていますか。
・Bluetooth機器とのペアリングまたは接続が解除されていませんか。
・本機または接続機器の音量が最小になっていませんか。

Bluetooth
接続時に音が途切れる

・本機とBluetooth機器が10m以上離れていませんか。
・本機とBluetooth機器が間に遮蔽物がありませんか。
・周囲で無線LAN機器や電子レンジなどの電波を発する機器や
周囲に無線機を使う施設や放送局がありませんか。



株式会社 カイホウジャパン

受付時間：月～金曜日 （祝祭日を除く） 10～17時

商品お問い合わせ先

〒192-0903
東京都八王子市万町１０－１
TEL:042-686-3645（サポートセンター）




