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目次 お客様各位
SoftBank SELECTION ワイヤレスモノラルヘッドセット BT07 
(Jabra CLEAR) (以下「本製品」という) をお買い上げいただき
ありがとうございます。この製品をお役立ていただければ幸い
です。
この取扱説明書では、製品仕様やトラブルシューティングと
Q&A、用語集などについて説明します。

対応機種
Bluetooth®モジュール搭載のスマートフォン・携帯電話
※詳しくは、http://softbankselection.jp/でご確認ください。

「取扱説明書 －詳細編－」
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トラブルシューティングと Q&A 集
カラカラという音がする
- 無線技術である Bluetooth® を使用しているため、本製品
と接続先の対応機種との間の障害物に敏感に反応します。
本製品と対応機種は、間に大きな障害物（壁など）のな
い 10 メートル以内で使用するように設計されています。

- 最適な性能を得るため、本製品と対応機種は体の同じ側
か相互に見える位置に装着してください。
本製品から何も聞こえない
-  本製品の音量を上げてください。
-  本製品と再生中の対応機種のペアリングが済んでいるこ
とを確認してください。
-  応答/終了ボタンを軽く押して、本製品が対応機種に接続
されていることを確認してください。

ペアリングがうまくいかない
- 同梱の「取扱説明書 －操作編－」うら面の「Bluetooth
機器の登録（ペアリング）」をご参照ください。

本製品をリセットしたい
1. 本製品の電源をオンにします。
2. バッテリーアイコンとBluetooth®アイコンが同時に5回点
滅するまで、ボリュームボタンと応答/終了ボタンを同時
に約5秒間押し続けます。本製品がリセットされます。
次回本製品の電源をオンにしたときは、ご購入時の状態
になります。
本製品ではどの Bluetooth® 対応携帯機器を使用することが
できますか？
-  本製品はほとんどの Bluetooth® 対応携帯機器で使用でき
るよう設計されています。Bluetooth® バージョン 1.1 以上
に準拠し、ヘッドセット、ハンズフリー、A2DP に対応し
ています。

着信拒否、保留、リダイヤルまたは音声ダイヤル機能が使
えない
-  これらの機能は、対応機種がハンズフリープロファイルに
対応しているかどうかによって異なります。ハンズフリー
プロファイルに対応していたとしても、着信拒否、通話保
留および音声ダイヤル機能はオプション機能なのですべて
の対応機種がこれに対応しているとはかぎりません。ご使
用の対応機種の取扱説明書でご確認ください。
- 2台の対応機種と本製品を使用した音声ダイヤルなど、機能
によっては対応機種からしか操作できないものがあります。

本製品の取り扱いについて
- 本製品は必ず電源を切って安全な状態で保管してください。
- 高温または低温になる場所（45°C 以上 ‒ 直射日光を含む ‒ 
または -10°C 以下）で保管しないでください。バッテリー
寿命を縮め、動作に悪影響を及ぼすおそれがあります。高
温時は性能も低下することがあります。
- 本製品を長時間充電しないでおくと、バッテリーの寿命が
大幅に低下します。そのため、最低でも月に一度は充電す
ることをお勧めします。
- 本製品に雨などの液体がかからないようにしてください。
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仕様
- 内蔵電池 : リチウムポリマー電池 3.7V 90mAh
- Bluetooth®規格：Version3.0 + EDR & eSCO
- 対応プロファイル：HFP、HSP、A2DP
- 通信距離：約10m（出力：Class 2）*
- 外形寸法：約16(W) x 22(D) x 54(H)mm
- 質量：約10g
- 連続通話時間：約6時間*
- 連続待受時間：約192時間*
- StatusDisplay™ でいつでもバッテリーや接続の状態を確
    認可能
- DSP 技術による高音域補完
- オーディオ送信/受信時のノイズ低減
- ノイズに合わせた音量調整*
- オーディオ受信時の自動音量調整
- 音響衝撃保護
- オーディオ品質を高める e-SCO
- 128 ビット暗号化



1  本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線
局および特定小電力無線局ならびにアマチュア無線局が
運用されていないことを確認してください。

2  万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して有
害な電波干渉が発生した場合には、速やかに電波の送信
を停止したうえ、下記連絡先にご連絡いただき、混信回
避のための処置など（例えば、パーティションの設置な
ど）についてご相談ください。

3  その他、本製品から移動体識別用の特定小電力無線局あ
るいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉が発生
した場合など、何かお困りのことが起きたときは、次の
連絡先へお問い合わせください。
連絡先：Jabra サポートセンター
TEL：03-3242-8722（受付時間：平日 9:00～17:00）

用語集
1. Bluetooth® は、短い距離（約 10メートル）で対応機種や
本製品をワイヤーやコードを使わずに接続する無線テク
ノロジーです。Bluetooth®は安全に使用できます。セキュ
アでもあるため、一度接続されると、誰からも傍受され
ず、他のBluetooth®機器からの干渉もありません。さらに
詳しい情報は www.bluetooth.com をご覧ください。
2. Bluetooth® プロファイルは、Bluetooth® 機器間で通信す
るための様々な方法です。対応機種は、ヘッドセットプ
ロファイル、ハンズフリー・プロファイル、またはその
両方に対応しています。対応しているBluetooth®プロファ
イルの種類は、対応機種によって異なります。
3. ペアリングは、2 つの Bluetooth® 機器間に独自の暗号化
された通信リンクを作り、機器間の通信を可能にします。

Bluetooth® 機器はペアリングされていないと動作しません。

www.jabra.com

© 2012 GN Netcom A/S. All rights reserved. Jabra® is a registered trademark 
of GN Netcom A/S. All other trademarks included herein are the property of 
their respective owners. The Bluetooth® word mark and logos are owned by 
the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by GN Netcom A/S is under 
license. (Design and specifications subject to change without notice).
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ご不明な点は
1.ウェブサイト：http://www.jabragn.jp（最新のサポート情報
とオンラインユーザマニュアルを掲載）

2. 電子メール：support.jp@jabra.com

3. 電話：03-3242-8722
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4. パスキーまたは PIN は、対応機種を本製品とペアリングする
際に入力するコードです。このコードにより、対応機種と本製
品が互いを認識し、自動的に連動します。
5. スタンバイモードは、本製品が受動的に受信を待機して
いるモードです。通話が終了すると、本製品はスタンバ
イモードに変わります。
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製品の廃棄は、地方自治体の条例および規
則に従ってください。
使用周波数帯（2.4GHz 帯）について
本製品の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学
・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用されて
いる移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）、
および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）ならび
にアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されて
います。

製品の廃棄は、地方自治体の条例および規則
に従ってください。
www.jabra.com/weee を参照してください。
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