
取扱説明書

 

SB-WS31-SBCO
music piece WS31

この度は、「SoftBank SELECTION 
music piece WS31」（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、本書を必ずお
読みいただき、正しく安全にお取り扱
いください。
●本書をお読みいただいた後は、大切に
保管してください。

絵表示の意味

各部の名前

ご利用時に確認していただきたいことを示します。

ご利用時にお困りの際にご確認ください。

箱の中を確認する
□ ヘッドセット ×1
□ イヤホン ×1
□ イヤ－ピース（S・M・L）×1
□ ACアダプタ×1
□ 取扱説明書/保証書×1（本書）
□ 重要なお知らせ ×1
※イヤーピースのMサイズはイヤホンに装着されています。

必要に応じて、ヘッドセットを衣類などに装着する

イヤホンをヘッドセットに差し込んで、イヤホンを装着する

②

ヘッドセットにはマイクが内蔵されています。ヘッドセットを衣
類などで覆わないようにしてください。

PINコードの入力画面が表示された場合
「0000」を入力してください。

ヘッドセットのバッテリー残量がゼロの状態でACアダプタを接
続した場合、すぐにはインジケーターが点灯しない場合がありま
すが、しばらくすると点灯します。

はじめに

本製品の準備

①

ACアダプタをヘッドセットとコンセントに接続する①

インジケーターが青で点灯したら、ACアダプタを外す②

SoftBank SELECTION

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。 ②

①

自動的にデバイス検索が開始され、
終了すると、デバイス欄に「SB-W...
ペアリングされていません」と表示
されます。
※［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。

［Bluetooth］画面が表示されます。

③

iPhone 5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。

インジケーターが赤で点灯します。

インジケーターが点灯しイヤホンからメロディーが流れ、速い速度で点滅
を開始したら、指を離します。
※早い速度で点滅を開始するまで、電源ボタンを離さないでください。

本書では、iPhone 5とSoftBank 107SHを例に説明します。この他の対応機
種をお使いの場合、お使いの対応機種の取扱説明書をご覧ください。

［Bluetooth］をタップする

ヘッドセットをご利用いただけます。

充電する1

装着する2 ［Bluetooth］が［オフ］の場合は、［オ
ン］にする

接続が完了すると、デバイス欄に
「SB-WS31-S... 接続されました」と
表示されます。

④［SB-W...ペアリングされていませ
ん］をタップする

iPhone 5の場合

②

③

①

自動的にデバイス検索が開始され、終
了すると、一覧に「SB-WS31-SBCO」
と表示されます。
※［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。

［Bluetooth］画面が表示されます。

［その他の設定］画面が表示されます。

④

SoftBank 107SHのホーム画面の
［アプリ］シートで、［設定］をタッ
プする
［設定］画面が表示されます。

［その他の設定］をタップする

ヘッドセットをご利用いただけます。

［Bluetooth］をタップする

［Bluetooth］が［OFF］の場合は、
タップして［ON］にする

登録・接続がうまく行えない場合
ヘッドセットの電源を切って、再度　   から操作を行ってください。
※登録モードに切り替わってから3分以内で登録と接続を完了しなかった場
合も、操作をやり直してください。

接続が完了すると、「ペアリングされ
たデバイス」に「SB-WS31-SBCO 
接続」と表示されます。

⑤［SB-WS31-SBCO］をタップする

SoftBank 107SH（Androidスマートフォン）の場合

インジケーター

インジケーター

電源ボタン

microUSBポート

イヤホンジャック

付け根を押す

3.5mmステレオミニプラグ

電源を切った状態で、電源ボタンを約4秒間押して、登録モードにする

3 Bluetooth機器の登録（ペアリング）と
接続をする

ヘッドセットに通話が転送されない場合
スマートフォンのハンズフリー通話がオン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。
[設定]→[その他の設定]→[Bluetooth]→      →[常にハンズフ
リー通話]をタップします。

お使いの対応機種によっては、一部の機能が使用できない場合があります。
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※イヤーピースが耳にフィットしない場合は、SまたはLサイズのイヤーピース
に交換してください。

3

※内部にアクションボタンがあります。
SoftBankロゴ部分を押すと、アクションボ
タンが作動します。

PINコードの入力画面が表示された場合
「0000」を入力してください。

 
クリップ

クリップ

アクションボタン

次へ/前へボタン

電源ボタン

microUSBポート

ボリュームボタン

■ヘッドセット

イヤホン
ジャック

インジケーター

マイク

SB-WS31-SBCO

L RL

左耳用 右耳用



付 録本製品の使用
電源を入れる・切る

■電話をかける
対応機種で発信操作を行う
※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。

■電話を切るなど
アクションボタンを次のとおり押す
電話を切る： 通話中に1回押す
電話を受ける： 着信時に1回押す
着信を拒否する： 着信時にビープ音が聞こえるまで押し続ける
音声を切り替える：通話中に素早く2回押す（対応機種で通話してい

た場合、ヘッドセットでの通話に、ヘッドセット
で通話していた場合、対応機種での通話に切り替
わります）

電源が入っているとき、ヘッドセットの状態に応じてインジケーターが点灯
します。

インジケーターの見方

電源ボタンを約2秒間押す

再接続する

電源ボタンを短く1回押す
電源を入れても、前回接続した対応機種に自動的に再接続されなかった場合

電話を使う

アクションボタンを素早く2回押す

Siri/音声コントロールが起動します。

Siri/音声コントロールを使う

通話中や再生中に、ボリュームボタンを押す

［－］ボタンを押すと、音量が下がります。
［＋］ボタンを押すと、音量が上がります。

音量を調整する

■音楽を再生/一時停止/停止する
アクションボタンを次のとおり押す
再生する *1： 1回押す

※次回再生時には、曲の最初から始まります。

※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。

*1: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。

*2:停止機能がある対応機種でのみ有効です。

［＜］方向へスライドすると、次の曲が再生されます。
［＞］方向へスライドすると、前の曲が再生されます。

音楽を聴く

イヤホンからメロディーが聞こえます。

一時停止する： 1回押す
停止する *2： 約2秒間押す

■次の曲/前の曲を選択する
再生中に、次へ/前へボタンをスライドする

*1:バッテリー残量が十分にあるときは青で、少ないときは赤で点灯します。
*2:充電が完了したときは青で、充電中は赤で点灯します。

状態 ACアダプタ未接続*1 ACアダプタ接続中*2

2.5秒間点灯

 　　　　1秒おきに点灯

2.5秒間点灯  2.5秒間消灯

 0.05秒おきに点灯（速い点滅）

0.3秒ずつ3回点灯

0.4秒おきに点灯

2.5秒おきに点灯

2回点灯

電源を入れる（自動接続）

電源を入れる（未接続）

電源を切る

登録モード

登録完了

発信/着信

通話中

音楽再生

2.5秒間消灯

0.3秒ずつ3回消灯

0.4秒おきに消灯

2.5秒おきに消灯

2回消灯

ヘッドセットが操作できない
次のことが正しく行われているかを確認してください。
・ ヘッドセットの電源が入っている
・ヘッドセットと対応機種が接続されている（機内モードなどを対応機種で設定し
ている場合は、接続されません）

・ 対応機種とヘッドセットが通信距離内にある

困ったときには

対応機種
・iPhone 4以降のiPhone *
・iPad 2以降のiPad *
・iPad mini *
・SoftBank スマートフォン(Bluetooth搭載機種)
・SoftBank 3G携帯電話(Bluetooth搭載機種)
*:iOS 6.1に対応しています。
※詳しくは、http://softbankselection.jp/でご確認ください。 

複数の対応機種で使用する

仕 様
内蔵電池
Bluetooth規格

リチウムポリマー電池 3.7V 95mAh
Version4.0
約10m （出力：Class 2）*1

A2DP、AVRCP、HFP、HSP
最大8台（同時接続：2台）
約58（W）×20（D）×12（H）mm 
約13g
約23cm（Y型）*2

通信距離
対応プロファイル
登録デバイス数
外形寸法
ヘッドセット質量
イヤホンコード長

動作時間
連続通話時間
連続音楽再生時間

約5時間
約5時間
約160時間
約2時間

連続待受時間
充電時間

*1 : ご使用環境によって異なります。

※ご使用環境によって異なります。

●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。
●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BB 株式会社はライセンスに基づき使用しています。
●SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国にお
けるソフトバンク株式会社の登録商標または商標です。
●その他、一般に会社名、製品名、商標およびロゴは各社の商標または登録商標です。

商標について

お客様窓口のご案内
製品に関することは、以下にお問い合わせください。

ソフトバンクセレクションお客様窓口
TEL：0800-111-2247（フリーダイヤル）
e-mail：sbsinfo@sbb-support.jp
営業時間：9:00 ～ 19:00（土日・祝祭日、年末年始、特定休業日を除く）

最新情報は、http://softbankselection.jp をご覧ください。
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●本製品は日本国内仕様です。日本国外で使用された場合、弊社は一切の責
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.）
●本製品を運用した結果の他への影響については、弊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。
●本製品および本書は著作権法で保護されている著作物です。したがって、
本製品および本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変するこ
とは法律で禁じられています。

ご注意

*2 : 左 約16cm、右 約48cm 

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。

登録 登録・接続

本製品

※Siriや音声コントロール機能がある対応機種でのみ有効です。

インジケーターが消灯しているなど、ヘッドセットの電源が入っているか
どうか不明な場合
いずれかのボタン（アクションボタン以外）を短く1回押す

電源状態を確認する

*：ヘッドセットの状態によってインジケーターの点灯回数は異なります。また、AC
アダプタの接続中は、1回消灯します。

インジケーターが1回または2回点灯*した場合は、ヘッドセットの
電源は入っています。

（2013年4月現在）
電源ボタン

電源ボタン
次へ/前へボタン

ボリュームボタン

インジケーター

■2台目以降の対応機種を登録・接続する方法
表面 　 「Bluetooth機器の登録（ペアリング）と接続をする」に従って、1
台目と同じ手順で登録・接続します。
※本製品と接続中だった対応機種との接続はすべて解除されます。
※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。

■接続が解除された対応機種と再接続する方法
ー iPhone 5の場合
［設定］→［一般］→［Bluetooth］→［Bluetooth］を［オン］→［SB-WS...接
続されていません］をタップ

ー SoftBank 107SHの場合
［設定］→［その他の設定］→［Bluetooth］を［ON］→［SB-WS31-SBCO］を
タップ
※すでに2台の対応機種と接続していて他の対応機種と接続したい場合は、いずれかの
対応機種と接続を解除してから操作をしてください。

■対応機種との接続を解除する方法
ー iPhone 5の場合
［設定］→［一般］→［Bluetooth］→［Bluetooth］を［オフ］
ー SoftBank 107SHの場合
［設定］→［その他の設定］→［Bluetooth］を［OFF］

3

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 5の場合、[設定]→[一般]→[Siri]→ [Siri]を［オン] にします。

アクションボタン

アクションボタン

アクションボタン




