
この度は、「SoftBank SELECTION ワイヤレス モノラルヘッ
ドセット BT07」（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「取扱説明書－操作編－」を
必ずお読みいただき、正しく安全にお取り扱いください。
●この「取扱説明書－操作編－」をお読みいただいた後は、
大切に保管してください。

取扱説明書
－操作編－

SB-BT07-MHEM
ワイヤレスモノラルヘッドセット BT07
SoftBank SELECTION

A   microUSB（Bタイプ）ポート
B   応答／終了ボタン
C   オン／オフボタン
D   Jabra Comfort Eargel™
E   StatusDisplay™ バッテリー状態表示
F   Bluetooth® 接続状態表示
G   ボリュームアップ／ボリュームダウン
H   イヤーフック（S／Mサイズ共通用）

□イヤーフック（Lサイズ） --------------------------×1
□Ultimate-fit Eargel™ （右耳用、左耳用） ---------×1
□ACアダプタ -------------------------------------------×1
□取扱説明書－操作編－（本書） --------------------×1
□取扱説明書－詳細編－ ------------------------------×1
□保証書 --------------------------------------------------×1
□保証規定 (WARRANTY) -----------------------------×1
□注意事項 (WARNING ! ) ------------------------------×1

□ヘッドセット------------------------------------------×1

　同梱品の確認と各部名称

ヘッドセットを充電する

ACアダプタのmicroUSB(Bタイプ)コネクタをヘッド
セットのmicroUSB(Bタイプ)ポートに接続します。
次に、ACアダプタをコンセントに差し込みます。

充電中はStatusDisplayバッテリー表示が赤色に点灯します。
充電が完了するとStatusDisplayバッテリー表示が緑色に点灯
し、5分後に消灯します。

本製品を使用する前に、充電を行ってください(約2時間)。

ヘッドセットを使用する準備

1

ヘッドセットを装着する3

その他の機能

電話をかける

電話をかけると、通話が自動的にヘッドセットに
転送されます。自動的に転送されない場合は、応
答／終了ボタンを押します。
※詳しくは、裏面の「　 ヘッドセットに通話が転送されない
場合」をご覧ください。

ミュート／ミュート解除

・ミュートにするには、ボリュームアップとボリュー
ムダウンのボタンを両方同時に軽く押します。
・ミュートを解除するには、ボリュームアップ／ダ
ウンいずれかのボタンを軽く押します。

着信の拒否＊

着信中に応答／終了ボタンを約1秒間押します。
対応機種の設定により、発信者は留守番電話に転送される
か、話中信号が聞こえるかのいずれかの状態になります。

キャッチホン機能と通話の保留＊

応答／終了ボタンを約1秒間押すと、通話途中で
その通話を保留にし、別の着信に応答できます。
・通話の相手を切り替えるには、応答／終了ボタ
ンを約1秒間押します。
・現在通話中の相手と通話を終了するには、
応答／終了ボタンを短く押します。

最後にかけた番号へのリダイヤル＊

応答／終了ボタンを短く2回押します。
｢リダイヤルしています｣という音声ガイダンスが流れます。

音声ダイヤルを有効にする＊

応答／終了ボタンを約1秒間押します。
この機能の使用方法については、お使いの対応機種の取扱
説明書を参照してください。

最後に発信通話をした電話から、最終発信履歴の番号へ
リダイヤルされます。

？ ヘッドセットを2台の対応機種と
接続している場合

最後にペアリングした対応機種でのみ機能します。

？ ヘッドセットを2台の対応機種と
接続している場合

通話中でないときに任意のボタンを押すと、バッテリー状
態表示が点灯します。緑の点灯は30分以上通話が可能な
状態を表し、赤の点灯は30分未満であることを示します。

 注意
必ず同梱のACアダプタを使用してください。他の機器の
ACアダプタを使用すると、ヘッドセットを損傷する恐れが
あります。

チェック

通話可能な時間が30分未満になると｢バッテリー残量が
低いです｣という音声ガイダンスが流れます。チェック

*：対応機種のみ

？
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ヘッドセットにあらかじめ装着されているJabra Comfort Eargelを
同梱の Ult imate-fit Earge l に付け替えることもできます。
Ultimate-fit Eargelには右耳用、左耳用があり、少しねじるように
耳に装着することで、よりフィット感を増すことができます。

ヘッドセットのイヤーフックは取り外しができます。

左図のように装着します。

左耳に装着する場合は、イヤー
フックを左右逆向きに取り付けて
ください。イヤーフックを取り外
した状態での使用も可能です。

microUSB(Bタイプ)
コネクタ

ヘッドセットのBluetooth機器の
登録(ペアリング)を行う

ヘッドセットをBluetooth機器として登録する操作
は、対応機種で行います。
操作方法については、裏面の「Bluetooth機器の登録（ペアリン
グ）」をご覧ください。
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ヘッドセットを使用する

着信の応答／通話の終了

・着信中に応答／終了
ボタンを短く押すと、
着信に応答すること
ができます。

・応答／終了ボタンを短
く押すと、通話を終了
することができます。

音量の調整

音量を大きくするには、
ボリュームアップ、小さく
するにはボリュームダウ
ンのボタンを押します。

応答／終了
ボタン

ボリューム
アップ

ボリューム
ダウン

ヘッドセットと対応機種をペアリングすると、次回か
らは電源をオンにすると自動的に接続されます*。
すぐに接続されない場合は、応答／終了ボタンを
短く押してください。

*：対応機種のBluetoothが有効になっている必要があります。

対応機種との接続

・電源を入れるには、
オン／オフボタンを
記号｢｜｣の方へスライ
ドしてください。

・電源を切るには、オ
ン／オフボタンを記
号｢O｣の方へスライド
してください。

ヘッドセットの電源を入れる･切る

オン／オフ
ボタン

microUSB(Bタイプ)
ポート



ペアリング方法についてiPhone 4S （iOS）とSoftBank 009SH

（Android）を例に説明します。

●操作時にヘッドセットから音声ガイダンスが流れます。

●ご使用の対応機種によって、一部表示される画面が異なる場合があり

ます。詳しくは、お使いの対応機種の取扱説明書をご覧ください。

1 ヘッドセットの電源をオンにします。
　   次に、Bluetooth 接続状態表示が点灯から点
滅に変わるまで、応答／終了ボタンを押し続
けます（約 5秒間）。

 ※お買い上げ後初めてご使用になる場合など初期状態では、
電源をオンにするだけで、Bluetooth 接続状態表示が点滅
します。

2 ホーム画面で［設定］をタップします。

4 一般画面で［Bluetooth］をタップします。

 自動的にデバイス検索（機器検索）が開始されます。
 ［Bluetooth］がすでに［オン］の場合も、自動的にデバイス検

索が開始されます。

 本製品が検出されたら、デバイス一覧に［JABRA CLE... 登録さ
れていません］が表示されます。

5 ［Bluetooth］が［オフ］の場合は、［オン］にします。 

 PIN コードの入力画面が表示された場合は、
「0000」を入力してください。

 ［JABRA CLEAR  接続されました］と表示されます。
 ※ヘッドセットから「接続完了」の音声ガイダンスが流れます。

これで、本製品と iPhone 4S（iOS） とのペアリングは完了

です。

ヘッドセットの電源をオフにして、再度手順1から操作を行って
ください。

6 ［JABRA CLE... 登録されていません］をタップ
します。

3 設定画面で［一般］をタップします。

4 設定画面で［無線とネットワーク］をタップします。

 iPhone 4S （iOS） の場合

3 MENU 画面で［端末設定］をタップします。

5 無線とネットワークの設定画面で
［Bluetooth 設定］をタップします。

1 ヘッドセットの電源をオンにします。
　   次に、Bluetooth 接続状態表示が点灯から点
滅に変わるまで、応答／終了ボタンを押し続
けます（約 5秒間）。

 ※お買い上げ後初めてご使用になる場合など初期状態では、電
源をオンにするだけで、Bluetooth 接続状態表示が点滅します。

7 ［JABRA CLEAR この端末をペアに設定する］
をタップします。

 PIN コードの入力画面が表示された場合は、
「0000」を入力してください。

 ［JABRA CLEAR 携帯電話の音声に接続］と表示されます。
 ※ヘッドセットから「接続完了」の音声ガイダンスが流れます。

これで、本製品と SoftBank 009SH（Android）とのペア

リングは完了です。

SoftBank 009SH （Android） の場合 6 ［Bluetooth］がオフの場合は、
［Bluetooth］をタップしてオンにします。

 ［Bluetooth］にチェックマークが付き、自動的にデバイス
検索（機器検索）が開始されます。

 ［Bluetooth］がすでにオンの場合も、自動的にデバイス検
索が開始されます。

 ※デバイス検索が開始されない場合、［デバイスのスキャン］
をタップします。

 本製品が検出されたら、Bluetooth 端末一覧に［JABRA 
CLEAR この端末をペアに設定する］が表示されます。

2 ホーム画面で［MENU］を押します。

MENU

MENU

Bluetooth機器の登録（ペアリング）

？ ペアリングがうまく行えない場合は

スマートフォンのハンズフリー通話が［ON］に設定されて
いないと、通話はヘッドセットに自動転送されません。次の
操作で設定してください。
［MENU］→［端末設定］→［無線とネットワーク］→［Bluetooth
設定］→［Bluetooth 詳細設定］→［常にハンズフリー通話］を
［ON］にします。
または、電話をかけた後や着信時に応答／終了ボタンを押す
と、その通話をヘッドセットに転送することができます。
※ハンズフリー通話の設定については、ご使用のスマート
フォンの取扱説明書をご覧ください。

？

ヘッドセットの電源をオフにして、再度手順1から操作を行っ
てください。

ヘッドセットに通話が転送されない場合

？ ペアリングがうまく行えない場合は

Bluetooth
接続状態表示

オン／オフ
ボタン

応答／終了ボタンを押す電源をオン

応答／終了
ボタン

Bluetooth
接続状態表示

オン／オフ
ボタン

応答／終了ボタンを押す電源をオン

応答／終了
ボタン


