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パッケージ内容 
項目 

BE Free6イヤホン 

シリコンチップ

（L/M/Sサイズ）、

CP350（Sサイズ）、

合計 4個のシリコン

チップ
（CP350 チップはイヤホンに取り付けられ

ています） 

充電ケース 

USB C充電ケーブル 

基本ユーザーマニュ

アル

安全指示 
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BE Free6イヤホン 

1. 充電ピン

2. 多機能ボタン（MFB）

3. マイク

4. LEDインジケータ

1
2 

4 

3 
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基本設定 
BE Free6の充電 
BE Free6イヤホンは一部充電された状態で出荷されますが、初回使

用前には BE Free6および充電ケースをフル充電することを推奨い

たします。 

注意：充電前にケース内の充電ピンとイヤホンの間のフィルムを取
り除いてください。 

1. BE Free6イヤホンを充電ケース（1）に配置してください。

USB C充電ケーブルを充電ケースの USB Cポートに接続し、も

う一方をパソコンまたは専用の USB充電器に接続します。

充電中は、イヤホンの LEDインジケータがオレンジ色に点灯

します。充電が完了すると、イヤホンの LEDインジケータは

消灯します。

2. 充電中は、充電ケース（2）の LEDインジケータが白色に点滅

します。

充電が完了すると、充電ケースの LEDインジケータは、白色

に点灯し、充電ケースがイヤホンを何回フル充電できるかを

示します。

1 

2 
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注意： 

A. 左/右イヤホンおよび充電ケースをフル充電するために、1時
間半かかります。 

B. バッテリーの性能を最大限に引き出すために、イヤホンと充
電ケースの両方のバッテリーを定期的に充電することをお
すすめします。充電する前に、イヤホンおよび充電ケースの
バッテリーを空にしないでください。 

C. 充電ケースのバッテリーレベルを確認するには： 

トップカバーを開き、白色に点灯する LEDの数を確認します。 
最も左の LEDインジケータが白色に点灯している場合、バッ
テリーは、イヤホンを 1回フル充電することができます。 

左および中央の LEDインジケータが白色に点灯している場合、
バッテリーは、イヤホンを 2回フル充電することができます。 
3つ LEDインジケータがすべて白色に点灯している場合、バ
ッテリーは、イヤホンを 3回フル充電することができます 

最も左の LEDインジケータがオレンジ色に変わったら、直ち
に充電ケースを充電することを強く推奨します。 

充電ケースのバッテリーレベルが低下すると、自動オン/オ
フなどの異常な機能が発生する可能性があることに注意し
てください。 

バッテリー低下アラームおよびバッテリーステー

タス

イヤホンのバッテリーレベルが低下すると、BE Free6で 4分毎に

「Battery Low（低バッテリーレベル）」という音声プロンプトが聞

こえます。推定されるバッテリー残り時間は、15分未満です。

iOSデバイスや、一部の Androidデバイスでは、イヤホンのバッテ

リー状態がデバイス画面上に表示されます。
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Bluetoothペアリング 

BE Free6は、ステレオモード（両方のイヤホンを相互に接続します）、

または、モノラルモード（左右のイヤホンを独立して使用します）

で動作します。 

イヤホンの動作をステップ別に示します：
ステップ 1、マス

ターに接続しま

す

ステップ 2、スマー

トフォン（BTデバ

イスなど）に接続

します

ステップ 3、ペアリン

グモードに入ります

ステップ 4、スタン

バイモードに入り

ます

右イヤホン

（マスター） 

（非該当） 90秒間接続を試

み、2秒毎にオレン

ジ色に点滅しま

す。ペアリング済

みリストが空の場

合、このステップ

はスキップされま

す 

180秒間のペアリン

グモードで、白色/オ

レンジ色に点滅しま

す

180秒間のスタンバ

イモードで、オレン

ジ色に点灯します

時間を超えると、自

動的にオフに切り

替わります

左イヤホン 30秒間接続を試

み、2秒毎にオレ

ンジ色に点滅し

ます

60秒間接続を試

み、2秒毎にオレン

ジ色に点滅しま

す。ペアリング済

みリストが空の場

合、このステップ

はスキップされま

す。 

3a：手動で 4秒間押

した場合のみ、ペア

リングモードに入る

ことができます。

3b：180秒間のペアリ

ングモードで、白色/

オレンジ色に点滅し

ます

180秒間のスタンバ

イモードで、オレン

ジ色に点灯します

時間を超えると、自

動的にオフに切り

替わります

BE Free6イヤホンを使用してステレオサウンドを楽しむ： 

1 2 
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イヤホンを充電ケースから取り出し、耳に装着します。両方のイヤホン

が自動的にオンになり、相互に接続します。「Paired（ペアリング済）」

という音声プロンプトが聞こえます。

BE Free6イヤホンをソースデバイスとペアリングする 

1. 右イヤホンを充電ケースから取り出し、LEDインジケータがオレ

ンジ色と白色に点滅し、「Pairing mode activated（ペアリングモー

ド有効済）」という音声プロンプトが聞こえるまで、BE Free6の

電源／機能ボタンを 4秒間押し続けます。BE Free6がペアリング

モードに入ります。

2. ソースデバイスにて Bluetooth®を有効にした後、「BE Free6 R」が

デバイス一覧に表示されるのを待ち、選択します。

3. 正常にペアリングされると、LEDインジケータが白色に点滅し、

BE Free6から「Device connected（デバイス接続済）」という音声

プロンプトが聞こえます。

注意： 

電源／機能ボタンを 5秒間押し続けると、イヤホンがオフになることに
留意してください。 

2つの異なるソースデバイスに接続し、BE Free6左右イヤホンをモノラ

ルモードで使用する：

モノラルモードで使用するために、左イヤホンを 1番目のソースデバイ

スにペアリングし、右イヤホンを 2番目のソースデバイスにペアリング

してください。

1. 左イヤホンをソースデバイスとペアリングするために、左イヤ

ホンを充電ケースから取り出し、LEDインジケータがオレンジ色

と白色に点滅し、「Pairing mode activated（ペアリングモード有効

済）」という音声プロンプトが聞こえるまで、左イヤホンの電源

／機能ボタンを 4秒間押し続けます。左イヤホンがペアリング

モードに入ります。

2. ソースデバイスにて Bluetooth®を有効にした後、「BE Free6 L

(Mono)」がデバイス一覧に表示されるのを待ち、選択します。

3. 正常にペアリングされると、LEDインジケータが白色に点滅し、

BE Free6から「Device connected（デバイス接続済）」という音声

プロンプトが聞こえます。

4. 右イヤホンを 2番目のソースデバイスとペアリングするために、

上記ステップ 1、2、3を繰り返してください。
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注意：  

ソースデバイスで Bluetoothを有効にする方法につきましては、デ
バイスのユーザーマニュアルを参照してください。 

 

追加デバイスを BE Free6にペアリングする 
 

別のデバイスを BE Free6にペアリングする場合、BE Free6が同時に

他のデバイスにペアリングされていないことを確認した上で、上記

の 1から 3のステップを繰り返します。 
 

注意： 

A. BE Free6は、最大 8台までのデバイスのペアリング情報を保存で
きます。BE Free6が、既に 8台分のペアリング情報を保存した状
態で 9台目のペアリングを行うと、最初のデバイスのペアリン
グ情報が消去されます。 

 

B. イヤホンがペアリングモードで何も動作がない場合、BE Free6

は、6分後に自動的に電源オフとなります。 

 

BE Free6右イヤホンを左イヤホンでリセットする 
 

BE Free6の各イヤホンは、工場でペアリングされます。しかし、BE 

Free6は、ペアリング情報が失われると、モノラルモードのみでし

か使用できなくなります。 
 

ステレオサウンドを楽しむために、次の手順に従い、左/右ペアリ

ング情報を復元することができます： 

1. 電源オンの状態で、両方のイヤホンの電源／機能ボタンを 15秒

間押し続けます。処理中、LEDが 3回点滅します。次に、イヤホ

ンのボタンを放します。 

2. 両方のイヤホンを充電ケースに戻します。充電が始まると、イ

ヤホンの LEDインジケータがオレンジ色に変わります。その後、

イヤホンを充電ケースから取り出し、それらを横に並べます

（8cm以内）。 

3. 両方のイヤホンのペアリングが完了すると、左イヤホンの LED

が白色に点滅し、右イヤホンがペアリングモードに切り替わり、

LEDが白色/オレンジ色に点滅します。  
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電源オン／オフ 

BE Free6をオンにするには 2通りの方法があります 

1) イヤホンを充電ケースから取り出します（ケースに十分な電源

容量があることが前提条件です）。イヤホンは自動的に電源オ

ンになります。

2) BE Free6が、充電ケース内に入っておらず、オフ状態になって

いる場合は、LEDインジケータが白く点滅し、両方のイヤホン

から「Power on（電源オン）」という音声プロンプトが聞こえる

まで、電源／機能ボタンを 5秒間押します。

注意：  

BE Free6が、Bluetooth対応デバイスにペアリング済である場合、デ
バイスの電源を再投入すると、BE Free6は、自動的にデバイスに接
続されます。詳細情報は「Bluetoothペアリング」の章を参照して
ください。 

BE Free6をオフにするには 2通りの方法があります 

BE Free6をオフにするには、各イヤホンを充電ケースに戻す、また

は、LEDインジケータがオレンジ色に変わり、「Power off（電源オ

フ）」という音声プロンプトが聞こえるまで、電源/機能ボタンを 5

秒間押します。 
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通話および Siri/Google音声の処理 

BE Free6が、Bluetooth対応のスマートフォンに接続されている場合

は、両方のイヤホンの電源／機能ボタンを使用して、直接通話を処

理できます。 

注意：  

両方のイヤホンがオーディオを処理しているときに、通話する場合。 

ノイズの多い環境では、右イヤホンを取り外し、そのマイクを口に
近づけ、通話者に対して、声を聞き取りやすくすることができます。 

通話に対して、次の機能が利用可能です： 
通話機能 ステータス 動作内容 

着信を受ける 着信 両方のイヤホンの電源/機能ボタンをタップします 

通話を終了する 着信／発信時 両方のイヤホンの電源/機能ボタンをタップします 

Siri（iOS）または Google音声

（Android）を有効にします 

スタンドバイ／接続済 右または左イヤホンの電源/機能ボタンを 2秒間押

し続けます。ビープ音が鳴ります。 

停止するには、電源/機能ボタンをクリックします 
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音楽鑑賞  

 

BE Free6の電源/機能ボタンを使用して音楽を聴き、各種の操作を行

えます。 
 
音声機能 動作内容 

音楽を再生または一時停止する 右または左イヤホンの電源/機能ボタンをタップします。 

次の曲へスキップする 右または左イヤホンの電源/機能ボタンをダブルクリックします。 

前の曲に戻る* 右または左イヤホンの電源/機能ボタンをトリプルクリックしま

す。 

 
注意：*「前の曲に戻る」操作については、一部の Androidスマー
トフォンでは、曲の最初に戻るだけとなる場合があります。 
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その他 

防水性 
IPX5防水定格を持つ NuForceヘッドセットは、防滴性、防水性を備

えており、ヘッドセット本体に侵入する湿気による誤動作を防止し

ます。しかし、防滴性および防水性は恒久的なものではなく、日々

の使用から生じる摩耗により低下する場合があります。液体による

損傷は、保証の対象外です。 

 液体による損傷を防止するために、次の状況を回避してくださ

い：

• 水泳中またはシャワーを浴びるときにヘッドセットを装着

すること

• シャワー、水上スキー、ウェイクボード、サーフィン、水

上スクーターに乗るなど、高圧水または高速水にヘッドセ

ットを曝すこと

• ヘッドセットをサウナまたは蒸気部屋で使用すること

• ヘッドセットを水に浸すこと

• ヘッドセットを推奨温度範囲外または過度に湿度の高い状

況で操作すること

• ヘッドセットを落下させること、または、ヘッドセットに

衝撃を与えること

• ネジの取り外しを含む、ヘッドセットを分解すること

 防水定格の対象となる液体の種類：

防水定格は、淡水および水道水に対してのみ適用されます。以

下などの他の液体は、防水定格の範囲外です： 石鹸水、洗浄

剤が混合した溶液、お風呂用製品、シャンプーが混合した溶液、

温泉水、プールの水、海水、石鹸水、洗浄剤、塩水、香水、防

虫剤、ローション、日焼け止め、オイル、ジェル除去剤、染毛

剤、溶媒。

 ヘッドセットに液体が付着した場合は、完全に乾くまで、ヘッ

ドセットを充電しないでください。ヘッドセットまたは付属品

が濡れているとき、使用または充電すると、ヘッドセットが損

傷する可能性があります。

 純正ワイヤレス Bluetoothヘッドセットを含む充電ボックス（あ



14 

る場合）は、防水設計ではありません。製品仕様で説明される

防水性は、ヘッドセット本体に制限されます。 

トレーニング中に装着した後、ヘッドセットを拭かないと、汗から

の塩分が、ヘッドセットの寿命に悪影響を及ぼす可能性があります。

したがって、ヘッドセットを清潔に維持するために、トレーニング

後は、清潔な綿布を使って、ヘッドセットを拭くことを推奨します。 

Bluetooth接続 

Bluetoothとは、短距離無線技術です。この接続品質は、金属、壁、

電子レンジを含みますがそれには限定されないデバイスにより干

渉を受ける可能性があります。同時に、Bluetoothの 2.4 GHz周波数

は、一部のWi-Fi接続と共有されているため、接続が遅くなる可能

性があります。この技術的問題は、Bluetoothが国際規格であるに

もかかわらず、完全に除去することはできません。 

Bluetoothヘッドセットの無線伝送は、ヘッドセットと信号伝送デ

バイスの間の接続に限定されず、メインイヤホンと補助イヤホンの

間の接続にも使用されます。したがって、純正ワイヤレス Bluetooth

ヘッドセットを使用するときは、Bluetooth信号遮蔽の潜在的な技

術的問題をいくらか軽減するために、信号伝送デバイス（スマート

フォンなど）をメインイヤホンと同じ側に配置することを推奨しま

す。

Bluetoothヘッドセットの接続品質は、ヘッドセットに接続される

Bluetoothデバイス、通信環境、使用される環境などの要因により

影響を受けます。ヘッドセット音声が途切れる場合は、環境的干渉

により引き起こされる以下を特定かつ回避するめに、次のシナリオ

を確認してください： 

 ヘッドセットの Bluetoothデバイスの間に人、金属物、壁など

がないこと。

 ヘッドセットの近くで、Wi-Fiデバイスを使用していないこと。 

 ヘッドセットの近くで、電子レンジを使用していないこと。

 ヘッドセットの近くで、電磁放射を生成するデバイスを使用し

ていないこと。

 ヘッドセットと Bluetoothデバイスの間の距離が 10メートルを
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超えていないこと。 

音声通知一覧 

BE Free6には、英語による音声プロンプトが搭載されています 

「Power On（電源オン）」 

「Power Off（電源オフ）」 

「Battery Low（低バッテリーレベル）」 

「Device connected（デバイス接続済）」 

「Paired（ペアリング済）」 

「Pairing Mode Activated（ペアリングモード有効済）」 

免責事項 

BE Free6には最新技術が搭載されていますが、性能はデバイスによって異なる

可能性があります。 

FCC適合宣言 

FCC ID: 2ABRC-APBEFREEL, 2ABRC-APBEFREELL 

1.本装置は FCC規定パート 15に準拠しています。操作は次の 2つの条件に

規制されます： 

（1）本装置は、有害な干渉を引き起こさないものとします。

（2）本装置は望ましくない動作を引き起こす可能性のある干渉を含め

て、受信するいかなる干渉も受け入れなければなりません。 

2.準拠責任者による明示的な承認を受けずにこのデバイスを改変または改

造した場合、使用者はこのデバイスの操作を行う権限を失う場合があります。 

注意：本装置はテストの結果、FCC規制パート 15によるクラス Bデジタ

ル製品の制限に準拠していることが証明されています。これらの規制は、

住宅への設置における有害な干渉に対して、適切な 保護を提供すること

を目的としています。 
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本装置は電波エネルギーを発生、使用しており、放射することがあります。

ユーザーマニュアルに従って設置、使用しない場合は無線装置に有害な干渉

を与える可能性もあります。ただし、特定の使用状況で干渉が発生しないこ

とを保証するものではありません。本装置により有害な電波障害またはテレ

ビの受信障害が起きた場合（装置の電源をオン、オフに切り替えると判断で

きる場合があります）、以下の方法を試して妨害を避けてください。 
 受信アンテナの向きや置き場所を変更する。 
 本装置と受信機の距離をさらに離す。 

 本装置と受信機の電源系列を別の回路に接続する 。 

 取扱店または信頼できるラジオ／テレビ技術者に問い合わせる。 

FCC被爆宣言

本装置は、一般的な RF曝露要件を満たすことが評価されています。本装置は、

携帯用暴露条件において、制限なく使用できます。 

CE 

動作温度：0～45 ℃ 

動作周波数範囲：2402～2480 MHz 

定格電力：7.2 dBm（左イヤホン）、7.8 dBm（右イヤホン） 

RF暴露情報：最大許容被爆量（MPE）レベルは、装置と人体の間の距離（d = 0 

cm）に基づいて計算されます。

誤った種類のバッテリーに交換すると、爆発の危険性があることに注意してく

ださい。使用済みのバッテリーは、指示に従い、廃棄してください 

イヤホンおよびヘッドホンからの過度な音圧により、難聴が引き起こされる

可能性があります。 
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規制適合 

これにより、Optoma Corporationは、無線機器タイプ [Bluetoothイヤホン

APBEFREEL] が、指令 2014/53/EUに準拠していることを宣言します。 

EU適合宣言の全文は、次のインターネットアドレスで利用可能です： 

www.optoma.com 

注意：本装置は、EU加盟国で使用することができます 

NCC 

低出力電波放射装置に関する管理規程の警告： 

第 12条 

NCCにより付与される許可なく、いかなる会社、企業、ユーザーも周波数

を変更したり、伝送出力を強化したり、元の特性および低出力電波装置に

対して承認された性能を変更することは許可されません。 
第14条 
低出力電波装置は、航空機のセキュリティに影響を与えたり、適法な通信に干
渉したりしないようにする必要があります。そのような影響または干渉が検出
された場合、ユーザーは、影響または干渉がなくなるまで、直ちに操作を中止
してください。 
上述の適法な通信とは、電気通信法に準拠して行われる無線通信を意味します。 
低出力電波装置は、適法な通信またはISM電波放射装置からの干渉に対して高
感度であることが必要です。 
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仕様 

接続方法 Bluetooth 2.4Ghz 

Bluetooth方式 V5.0 

Bluetoothプロファイル HSP v1.2、HFP v1.7、A2DP v1.3、AVRCP v1.6 

コーデック SBC、AAC 

ドライバー方式 ダイナミック 

ドライバー径 5.6 mm、グラフェンダイアフラム 

インピーダンス 16 Ω 

バッテリー駆動時間（推定） 最大 6時間（イヤホンの場合） 

バッテリー種類 
リチウムイオンバッテリー、標準 3.7 V/

（イヤホン）50 mAh、（充電ケース）500 mAh

マイク感度 -38 ± 3 dB

周波数応答 20Hz - 20kHz 

感度 95dB +/-3dB @1KHz 

範囲 最大 10 m（33 フィート） 

重量 
1対のイヤホン（CP350チップを含む）10g、

充電ケース 53g 






