取扱説明書

本製品の準備

1

ヘッドセットを充電する

②［Bluetooth］をタップする

［Bluetooth］画面が表示されます。

起動しているパソコンに、microUSB ケーブ
① ヘッドセットを、
ルで接続する
GLIDiC Sound Air WS-5000（SB-WS53-MRLW）

LED

③［Bluetooth］が［オフ］の場合は、［オン］にする

自動的にデバイス検索が開始され、
［デ
バイス］一覧に、
［GLIDiC WS-5000］
が表示されます。

使用前に、ヘッドセットとmicroUSBケーブルのコネクタ/ポート内
部に異物がないことを確認し、異物がある場合は取り除いてください。
コネクタの向きに注意し、ゆっくりと奥まで差し込んでください。

●充電しないときは、microUSB ケーブルを取り外してください。
●microUSB ケーブルを取り外す際は、必ずコネクタを持って、
ひねらずまっすぐ抜いてください。

絵表示の意味
次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や
損害の程度を説明しています。
この表示は、取り扱いを誤った場合、
「死亡または重傷 *1 を負う
危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
この表示は、取り扱いを誤った場合、
「死亡または重傷 *1 を負う
可能性が想定される」内容です。
この表示は、取り扱いを誤った場合、
「軽傷 *2 を負う可能性が想定さ
れる場合および物的損害 *3 の発生が想定される」内容です。

*1: 重傷 ： 失明・けが・やけど（高温・低温）
・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、
および治療に入院・長期の通院を要するものを指します。
*2: 軽傷 ： 治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど（高温・低温）・感電などを
指します。
*3: 物的損害 ： 家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害を指します。

■禁止・強制の絵表示の説明

禁止

分解禁止

水濡れ禁止

濡れ手禁止

指示に基づく行為の強制（必ず実行していただくこと）を示す記
号です。

2

接続が完了すると、
［自分のデバイス］
一覧に［GLIDiC WS-5000］が表示さ
れます。
ヘッドセットから「接続されました」と
音声が流れます。

登録（ペアリング）モードにする

LED
多機能
ボタン

各部の名前（リモコン部）
LED
［＋］ボタン

microUSB（B タイプ）ポート
のカバー

多機能ボタン

［設定］画面が表示されます。

ヘッドセットを使用する

通話や、音楽再生などの手順については、裏面をご覧ください。

●2回目以降のご使用では自動接続されます
2回目以降、ヘッドセットの電源を入れると、最後に接続した対応機種に自
動で接続されます。接続が切れるなど、手動で再接続したい場合、裏面の「再
接続する」をご覧ください。
電話・Siri/ 音声コントロールを使えない、音楽を聴けない場合、
通話が転送されない場合
裏面「困ったときには」の「電話・Siri/ 音声コントロールを使えない、
音楽を聴けない」をご覧ください。

本製品には最大 8 台の対応機種を登録で
き、そのうち 2 台と同時に接続＊できます。
*: 対応機種の電話を転送したり音楽を聞いたり
するには、接続する必要があります。

本製品

登録
登録・接続

複数の対応機種を登録・接続する

②

［Bluetooth］をタップする

点灯
（青色）

点滅
（青色・赤色）

LED が点灯しない
多機能ボタンを押しても、点灯しない場合、ヘッドセットのバッテリー
残量がゼロです。充電してください。

濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。

※イヤーピース の M サイズはヘッドセットに装着されています。
※ヘッドセットの充電には、USB ポート付きパソコン、または SoftBank SELECTION
製の USB AC アダプタが必要です。

［設定］をタップする

［Bluetooth］画面が表示されます。

3

対応機種を登録・接続する

対応機種の設定画面で登録・接続の操作をする
登録・接続ができない場合
裏面「困ったときには」の「登録・接続ができない」をご覧ください。

iPhone 6s の場合

① iPhone 6s のホーム画面で

［設定］をタップする

［設定］画面が表示されます。

2 台同時接続時の使用例

対応機種２台を登録して同時接続すると、次のような使い方ができます。
例）

iPhone

と

SoftBank
スマートフォン

を持っている場合

① iPhone で音楽再生中に、
SoftBank スマートフォンに着信

ヘッドセットから「登録モードに入りました」と音声が流れます。

水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないこ
とを示す記号です。

・イヤ−ピース (XS・S・M・L) ×1
・microUSB ケーブル ×1
・取扱説明書 ×1（本書）

Xperia Z5 のホーム画面で、 ［アプリ］をタップし、

※LED は青色に点灯したあと、青色と赤色で交互に高速点滅します。青色に
点灯しても、手をすぐに離さず、高速点滅するまで長押ししてください。
※本製品は、対応機種以外で使用できません。

分解してはいけないことを示す記号です。

パッケージの中を確認する

4

接続台数について

Xperia Z5 の場合

①

登録・接続中にパスキー（PINコード）の入力画面が表示されたら
「0000」を入力してください。

LED が青色と赤色で交互に高速点滅するまで、ヘッドセットの多機
能ボタンを長押しする

禁止（してはいけないこと）を示す記号です。

・ヘッドセット ×1
・スタビライザー ×1
・ポーチ ×1
・重要なお知らせ / 保証書 ×1

④［GLIDiC WS-5000］をタップする

② LED が消灯したら、microUSB ケーブルを取り外す

はじめに

指示

※［Bluetooth］がすでに［オン］だった場合
も、自動的にデバイス検索が開始されます。

充電中は、LED が赤色に点灯します。

この度は、
「GLIDiC Sound Air WS-5000」
（以下「本製品」といいます）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、この説明書および同梱の「重要なお知らせ」を必ずお
読みください。お読みいただいた後は、大切に保管してください。

対応機種で右の QR コードを読み込み、表示される WEB
サイトで、お使いの対応機種の手順をご覧ください。

※SoftBank ケータイでは、表示できない場合があります。
パソコンなどで以下の URL にアクセスしてください。
http://softbankselection.jp/bt/

※パソコンのスリープ中は充電されません。
※別売のSoftBank SELECTION製 USB AC アダプタを使って、充電することもできます。

microUSB（B タイプ） USB（Aタイプ）
ポート
ポート

そのほかの対応機種の場合

③［Bluetooth］が［OFF］の場合は、タップして［ON］にする
自動的にデバイス検索が開始され、
［使用可能な機器］一覧に、
［GLIDiC
WS-5000］が表示されます。

※［Bluetooth］がすでに［ON］だった場合も、
自動的にデバイス検索が開始されます。

④［GLIDiC WS-5000］をタップする

接続が完了すると、
［ペアリングされた
機器］に［GLIDiC WS-5000 接続済み］
と表示されます。
ヘッドセットから「接続されました」と
音声が流れます。

再生中

② 多機能ボタンを 1 回押すと、
SoftBank スマートフォンの電話
とつながる

着信

停止中

通話中

※電話を切ると、音楽再生が自動的に
再開します。

複数台の対応機種を登録・接続する

①対応機種を全て登録・接続する
手順 3 と 4 に従って、1 台目と同じ手順で登録して接続します。

※本製品と接続中だった対応機種との接続は解除されます。
※8台登録した後、他の対応機種を登録すると、1台目から順に登録が解除されます。

②使用する対応機種を再接続する
裏面「再接続する」に従って、再接続します。

※同時接続は 2 台までです。本製品に接続している対応機種が 2 台ある場合は、下記
「対応機種との接続を解除する」に従って、接続を解除してから再接続してください。

対応機種との接続を解除する
対応機種の設定で、Bluetooth をオフにします。
・iPhone 6s/Xperia Z5 の場合：［設定］→［Bluetooth］をタップし、
［Bluetooth］をオフ

［−］ボタン

正面

側面

WS53MRLWV01̲201607AO

本製品の使用

付録

ヘッドセットを装着する
右のイラストのように、ヘッドセットを装着する

［+］/［−］ボタンを 1 回押す

※ R と刻印されている方を右耳に、L と刻印されている方を
左耳に装着します。

チェック

困ったときには

音量を調整する

電話・Siri/ 音声コントロールを使えない、音楽を聴けない

［＋］ボタンを押すたびに、音量が上がります。
［−］ボタンを押すたびに、音量が下がります。

本製品は防水対応ではありません。
雨の日のご使用にはご注意ください。

［＋］ボタン
［−］ボタン

イヤホンが耳にフィットしない場合、イヤーピースを取り外し、S サイズ
または L サイズに交換してください。
スタビライザーも合わせて使うと、装着位置が安定します。
スタビライザー
イヤーピース

Siri/ 音声コントロールを使う
多機能ボタンを素早く 2 回押す

LED

電源を入れる場合、LED が青色で点灯します。
電源を切る場合、LED が赤色で点灯したあと、
消灯します。

チェック

多機能ボタン

Siri/ 音声コントロールが起動します。
起動中に、多機能ボタンを 1 回押すと、Siri/ 音声
コントロールが終了します。

多機能ボタンを 2 秒以上押す

多機能ボタン

電源を入れたあと、対応機種に未接続の状態
で 3 分経過すると、自動的に電源が切れます。

Siri が起動しない場合
あらかじめ対応機種で Siri をオンに設定する必要があります。
iPhone 6s の 場 合、[ 設 定 ]→[ 一 般 ]→[Siri]→ [Siri] を［オ ン ] に し
ます。

■iPhone/iPad/iPad mini のステータスバーで確認する
※iOS 搭載機種のみ。

■電話をかける

※対応機種とヘッドセットのどちらで通話を開始するかを発信時に選択できる対応
機種もあります。詳細については、ご使用の対応機種の取扱説明書をご覧ください。

次のときに、
「バッテリー残量残りわずかです」と音声でお知らせします。
・バッテリー残量が少なくなったとき

■電話を拒否する

多機能ボタン

着信時に多機能ボタンを素早く 2 回押す

ヘッドセットから「着信を拒否しました」と
音声が流れます。

通話中に多機能ボタンを 1 回押す
多機能ボタンを次のとおり押す
●割込通話を受ける
・通話中の電話を保留にする場合：着信時に 1 回押す
・通話中の電話を終了する場合： 着信時に素早く 2 回押す
●通話中の電話と保留中の電話を切り替える：通話中に素早く2回押す
●通話中の電話を切り、保留中の通話に切り替える：通話中に1回押す

音楽を聴く
■音楽を再生 / 一時停止する

多機能ボタンを次のとおり押す
再生する：1 回押す

一時停止する：1 回押す

■次の曲 / 前の曲を選択する

再生中に、
［＋］/［−］ボタンを 2 秒以上押す
［＋］を押すと、次の曲が再生されます。
［−］を押すと、前の曲が再生されます。

・バッテリー残量が少ない場合に、電源を入れたとき

iPhone 6s の場合

オンになっている

●対応機種の Bluetooth 設定画面で「GLIDiC WS-5000」と接続済みになっ
ていますか？
対応機種の Bluetooth 設定画面で、
「GLIDiC WS-5000」と接続済みであ
ることを確認してください。

対応機種との接続が解除され、最後に接続していた対応機種と接続する場合

※割込通話を契約している場合のみ使用できます。

※曲を選択して再生する場合、対応機種のメディアプレー
ヤーで操作します。
※対応機種によっては、メディアプレーヤーでの再生を、対
応機種とヘッドセットのどちらで開始するかを設定した
り、対応機種による再生とヘッドセットによる再生を、再
生中に切り替えたりできます。詳しくは、ご使用の対応機
種の取扱説明書をご覧ください。

※通話中は、ピピッと音が鳴ります。

Bluetooth マークが表示されている

再接続する

■電話を切る
■割込通話

バッテリー残量表示

■音声で確認する

着信時に多機能ボタンを 1 回押す

●登録時、ヘッドセットの LED が青色と赤色に点滅していますか？
→青色または赤色に点灯 / 点滅している場合
登録モードになっていません。ヘッドセットの電源を切ってから、操作
をやり直してください。
→消灯している場合
登録モードになっていません。操作をやり直してください。正しくやり
直しても、消灯状態のままの場合、ヘッドセットのバッテリー残量がゼ
ロです。充電してください。
→青色と赤色に点滅するが、途中で消灯する場合
登録モードは 3 分で自動終了します。3 分以内に登録・接続を完了して
ください。
●対応機種の Bluetooth がオンになっていますか？
対応機種の Bluetooth 設定画面で、Bluetooth がオンになっていることを
確認してください。

対応機種で発信操作を行う

■電話を受ける

●SoftBank スマートフォン / ケータイをお使いで、通話をヘッドセットに転送
したい場合、ハンズフリー設定などがされていますか？
一部の対応機種では、ヘッドセットに音声を転送するための、ハンズフリー
設定が必要です。
・AQUOS Xx2 の場合 :［設定］→［Bluetooth］をタップして表示される
Bluetooth 画面で、右上の
をタップして、
［常にハンズフリー通話］を
オンにする
登録・接続ができない

バッテリー残量を確認する

電話を使う

●Bluetooth 接続されていますか？
対応機種の Bluetooth 設定画面で、
「GLIDiC WS-5000」が接続されてい
ることを確認してください。接続されていない場合、左記「再接続する」
に従って、接続してください。
●対応機種の音量は十分ですか？
対応機種の音量設定を確認してください。

※Siri や音声コントロール機能がある対応機種でのみ使用でき
ます。

電源を入れる・切る

対応機種

対応機種の Bluetooth 設定をオンにしてから、
多機能ボタンを短く 1 回押す
最後に接続していた対応機種と再接続され、
ヘッドセットから「接続されました」と音声が
流れます。

多機能ボタン

●上記の操作で再接続されない場合
対応機種で接続操作をします。
・iPhone 6s の場合：［設定］→［Bluetooth］の順にタップし、
［自分のデバイ
ス］一覧で［GLIDiC WS-5000］をタップします。
・Xperia Z5 の場合：［設定］→［Bluetooth］の順にタップし、
［ペアリングさ
れた機器］一覧で［GLIDiC WS-5000］をタップします。

LED の見方
［＋］ボタン
多機能ボタン
［−］ボタン

電源を入れる
電源を切る
バッテリー残量少
待機（接続待ち）
待機（接続中）
登録モード中

青

1回点灯

赤

1回点灯

赤

1分ごとに点灯

青

点滅

青

ゆっくり点滅

青→赤→青→赤・・・(高速)

状態
接続完了
接続切断
発信 / 着信
通話中
音楽再生中
リセット

「接続済み」と表示されている

ヘッドセットが登録モードになっており、対応機種のBluetoothがオンに
なっているにもかかわらず、Bluetooth設定画面に「GLIDiC WS-5000」が
表示されない場合、Bluetooth をいったんオフにし、再びオンにしてくだ
さい。これを行っても、表示されない場合、以下を行ってください。
・ヘッドセットを対応機種の近くに置く
・無線 LAN、電子レンジ、ほかの Bluetooth 機器などの電波が飛んでいな
い環境で操作する
●対応機種の Bluetooth 設定画面で「GLIDiC WS-5000」をタップ（選択）
して、登録できますか？
タップ（選択）しても登録できない場合、ヘッドセットまたは対応機種の電
源を切って、登録・接続操作をやり直してください。
●上記を全て行っても、登録・接続を完了できない場合
下記の「全ての登録情報を削除する（リセット）」に従って、登録情報を全
て削除してから、登録・接続をやり直してください。

●電源が切れている場合
LED は消灯します。充電中は、赤色に点灯します。
●電源が入っている場合
LED
状態
色
点灯 / 点滅

iPhone 6s の場合

色
青
赤

LED
点灯 / 点滅
4回点灯
15秒ごとに２回点灯

青→青→消灯→青→青→消灯･･･

青

５秒ごとに点灯

青→赤

４回点灯

全ての登録情報を削除する ( リセット）
対応機種を登録したあとにリセットすると、登録情報が全て削除されます。
①表面の手順 3 を行う ※待機（接続待ち）状態でも同じです。
②LEDが青色→赤色に点灯するまで、多機能ボタンと［−］ボタンを同時に押す
③対応機種で、登録を解除する ※登録していない場合、この操作は不要です。
・iPhone 6s の場合：［設定］→［Bluetooth］→［GLIDiC WS-5000］の
→［このデバイスの登録を解除］をタップ
・Xperia Z5 の場合：［設定］→［Bluetooth］→［GLIDiC WS-5000］の
→［切断］をタップ
④電源を切ってから、表面の手順 3 と 4 に従って、登録・接続をやり直す

（2016 年 7 月現在）

・iPhone 5 以降の iPhone *
・iPad Pro(12.9-inch) 以降の iPad Pro *
・iPad Air 以降の iPad *
・iPad mini 2 以降の iPad mini *
・SoftBank スマートフォン / ケータイ（Bluetooth 搭載機種）
*:iOS 9.3 に対応しています。
※詳しくは、http://softbankselection.jp/ でご確認ください。

仕 様
■ヘッドセット
内蔵電池

リチウムポリマー電池 3.7V 130mAh

Bluetooth 規格

Version 4.1

通信距離

約10m（出力：Class 2）*

対応プロファイル

A2DP、AVRCP、HFP、HSP

対応コーデック

SBC、aptX、AAC

対応コンテンツ保護

SCMS-T

登録デバイス数

最大8台（同時接続：2台）

インターフェース

microUSB(Bタイプ）ポート

使用温度範囲

5℃〜35℃

外形寸法

約32 (W)×14 (D)×14 (H) mm（イヤホン最長部）

質量

約15g

イヤホンコード長

約 0.6m

* : ご使用環境により異なります。
■microUSB ケーブル
インターフェース microUSB（Bタイプ）コネクタ、USB（Aタイプ）コネクタ
ケーブル長

約 0.1m

動作時間
音楽再生 / 連続通話時間

約8時間

連続待受時間

約200時間

充電時間

約3時間

※ご使用環境により異なります。

ご注意
●本製品は日本国内で使用してください。日本国外で使用された場合、当社は一切の責
任を負いかねます。また、本製品に関し、日本国外への技術サポート、アフターサー
ビスなどは行っておりません。
（This product is for use only in Japan. We bear
no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability
to use, this product outside Japan and provide no technical support or
after-service for this product outside Japan.）
●本製品は、家庭や一般的な事業所での用途でのみご使用ください。本製品の故障や誤
動作により、人身事故や火災、その他の損害が生じる恐れがある場合、使用しないで
ください。
●本製品を運用した結果の他への影響については、当社は一切の責任を負いかねます。
●本製品および本書は、改良などの諸事情により予告なく変更する場合があります。
●iPhone は、Apple Inc. の商標です。iPhone 商標は、アイホン株式会社のライセン
スに基づき使用されています。
●Android は、Google Inc. の商標または登録商標です。
●Bluetooth® のワードマークとロゴは、Bluetooth SIG, Inc. の登録商標であり、ソフ
トバンク コマース & サービス株式会社はライセンスに基づき使用しています。
●その他、本書に記載されている会社名、システム名、製品名は一般に各社の登録商標
または商標です。

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。
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