
本製品から無線機を送信状態にする

携帯電話でのハンズフリー通話をする

Bluetoothユニット搭載無線機を、本製品から送信状態にする方
法を説明します。
あらかじめ、Bluetoothユニット搭載無線機で運用したい周波数
や受信モードなどを設定します。

q  [PTT]ボタンを押しながら話します。
 ¡ 送信中は、LEDランプが赤色に1回と青色に2回点滅を繰り

返します。

w  [PTT]ボタンから指をはなします。
 ¡ 受信状態に戻ります。

�ハンズフリー通話のしかたを説明します。

電話をかける

q �携帯電話で発信操作をする。

w��[早送り]ボタンを押す。
 ¡ハンズフリーで通話ができます。�
 ¡通話中は、LEDランプが5秒に2回青色に点滅します。�
� ※�お使いの携帯電話によっては使用できない場合もあります。

e [早送り]ボタンを押す。
 ¡携帯電話からの通話に戻ります。

LEDランプ

[早送り]ボタン

ご注意
[電源]ボタンを長く押し過ぎると、電源が切れますのでご注意
ください。

電話をうける

着信音が鳴ったら、[電源]ボタンを押す。
¡ ハンズフリーで通話ができます。
¡ 携帯電話がマナーモードのときでもイヤホンから着信音が聞こ
えます。

ご注意
[電源]ボタンを長く押し過ぎると、電源が切れますのでご注意
ください。

電話を切る

[電源]ボタンを押す。

ご参考
無線機側でワンタッチPTT機能を設定している場合、[PTT]
ボタンを押すたびに送信と受信が切り替わります。
また、無線機側でVOX機能を設定している場合は、音声による
ハンズフリー通信が可能です。詳しくは、Bluetoothユニット
搭載無線機の取扱説明書をご覧ください。

マイク部

[PTT]ボタン

　このたびは、本製品をお買い上げいただきまして、まことに
ありがとうございます。
　本製品は、BluetoothⓇに対応したPTTボタン付きペンダン
ト型BluetoothⓇヘッドセットです。
　ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、大切
に保管してください。

Bluetoothユニット搭載無線機とペアリングから接続までする場合

q  電源が切れている状態で、
� �[電源]ボタンを長く（約6秒）
押しつづけます。

 ¡ 電源が入ると、接続されてい
るイヤホンからメロディー音
が鳴ります。

 ¡ LEDランプが青色と赤色に
交互点滅し、ペアリングモー
ドに入ります。

w  Bluetoothユニット搭載無線機の操作をする。
 ¡�Bluetoothユニット搭載無線機のBluetooth機能を有効に

して、本製品とペアリング操作をします。
� � 《例》ID-5100/Dをご使用の場合
� � q 無線機の電源を入れる。
� � w [MENU]をタッチする。
� � e 「Bｌｕｅｔｏｏｔｈ設定」の中にある[Bluetooth]をタッチする。
� � r 「ON」をタッチする。
� � t 「ペアリング/接続」をタッチする。
� � y 「機器検索」をタッチする。
� � u 「ヘッドセット検索」をタッチする。
�  　¡�本製品の名称（ICOM�BT-002）が無線機に表示されます。
� � i 「ICOM�BT-002」をタッチする。
� � o [はい]をタッチする。
�  　¡�接続を開始します。
e  本製品のLEDランプを確認する。
 ¡接続が成功すると、LEDランプが青色に点滅します。
	 ¡�接続が成功すると、無線機に「（接続中）」が表示されます。

Bluetooth対応携帯電話とペアリングから接続までする場合

q  電源が切れている状態で、[電源]ボタンを長く（約6秒）押しつ
づけます。

 ¡ 電源が入ると、メロディー音が鳴ります。
 ¡ LEDランプが青色と赤色に交互点滅し、ペアリングモードに

入ります。
w  携帯電話の操作をする。
 ¡�携帯電話のBluetooth機能を有効にして、本製品とペアリン

グ操作をします。
� 　�操作のしかたは、携帯電話の機種によって異なります。ご使

用する機器の取扱説明書をご確認ください。
e  本製品のLEDランプを確認する。
 ¡接続が成功すると、LEDランプが青色に点滅します。

本製品をBluetooth対応機器と接続する

ペアリング（接続の認証）とは、本製品とBluetooth機器とをお互いに登録し、接続を許可するためのものです。
一度ペアリングしたBluetooth機器とは、それ以降ペアリングする必要はありません。
¡ 無線機や携帯電話などの機種によって表示、操作方法は異なります。必ずご利用されている無線機や携帯電話などの取扱説明書をご確
認ください。

¡�接続したプロファイルによっては、本製品の動作が変わることがあります。
¡ペアリングが失敗した場合は本製品の電源をOFFにし、手順qからやり直してください。

ご注意
複数のBluetooth機器がある場所では、ペアリングしたいBluetooth機器が検索できないことがあります。
このような場合は、必要なBluetooth機器だけになるように、使用しないBluetooth機器の使用を停止、またはほかのBluetooth機器
からはなれるなどしてください。

ご注意
一部の携帯電話の機種によってはペアリングできない場合が
あります。
本製品は、すべてのBluetooth機器の動作を保証するもので
はありません。

オートパワーオフ機能について
Bluetooth機器の電源を切るなど、接続中の機器からの送信が途切れた場合や、電源を入れたあと、ペアリング相手がいない場合は、
約10分後に電源が切れます。
電源が入っている状態で接続していないときは、LEDランプが青色に点滅します。

再度接続する場合
ペアリング情報の削除をしない限り、一度ペアリングした
Bluetooth機器とは、再びペアリング操作をしなくても[電源]
ボタンを長く（約3秒）押すだけで、再接続できます。

以下の場合は、再度ペアリング操作が必要です。
¡�最大ペアリング数（7台）を超えた機器とペアリングすると、
一番接続が古い機器のペアリング情報が自動的に削除され
るため、削除された機器と接続したい場合

¡�対向機器側でペアリング情報が削除された場合
¡初期化操作をした場合

LEDランプ

[電源]ボタン

PINコード（パスキー）の入力を要求された場合は、[0000]（ゼロ4つ）を入力してください。

取扱説明書w

BluetoothⓇヘッドセット
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機能一覧表

�本製品の機能とその操作方法とLEDの表示を一覧表にしています。
※�Bluetoothユニット搭載無線機によっては、対応していない機能があります。
　対応していない機能については、お使いの無線機の取扱説明書でご確認ください。

Bluetoothユニット搭載無線機と接続する場合

音楽を再生するには、使用する携帯電話などの機器がA2DPプロファイルに対応している必要があります。
�ご使用の携帯電話のプロファイルをご確認ください。
※付属のイヤホンは、オーディオ用ではありません。(オーディオ用には市販のイヤホンなどを、別途お買い求めください。)

Bluetooth対応携帯電話と接続する場合

機能 操作 確認音 LED表示 備考

電源ON [電源]ボタンを約3秒押す メロディー音（上がる） 青色に点滅する

電源OFF [電源]ボタンを約3秒押す メロディー音（下がる） 消灯する

ペアリング 電源OFF時、[電源]ボタンを約6秒押す ピパー
ピロッ

接続待機中�:�赤色と青色で交互に点滅
接続完了�:�3秒間隔で青色2回点滅

携帯電話に切り替える 携帯電話にも接続しながら無線機を使用し
ているとき、電源ボタンを約2秒押す

ピッ 青色に2回点滅する 無線機が受信した場合
は、自動的に無線機に接
続が切り替わります

送信する [PTT]ボタンを押す ― 3秒間隔で赤色1回点滅→青色2回点
滅

音量を上げる [+]ボタンを押す（ペアリング後のみ） ピー（高音）* 青色に2回点滅する *最大音量時に鳴ります

音量を下げる [－]ボタンを押す（ペアリング後のみ） ブー（低音）* 青色に2回点滅する *最小音量時に鳴ります

MIC感度を上げる★1 [PTT]ボタンを押しながら[+]ボタンを押す ピピピッ（感度3） ―

MIC感度を下げる★1 [PTT]ボタンを押しながら[－]ボタンを押す ピッ（感度1） ―

周波数、MR-CH、CALL-
CH、FROM、TOを切り替
える★2

上：[ ]ボタンを押す
下：[ ]ボタンを押す

ピッ 青色に2回点滅する 表示している運用画面
で項目を切り替えます

再生/一時停止★2 [≈ ‘]ボタンを押す ピッ 青色に2回点滅する

早送り★2 [ ]ボタンを押す ピッ 青色に2回点滅する

早戻し★2 [ ]ボタンを押す ピッ 青色に2回点滅する

電源強制終了 [リセット]ボタンを押す ― 消灯する

充電 取扱説明書①表面参照 ― 赤色に点灯

機能 操作 確認音 LED表示 備考

電源ON [電源]ボタンを約3秒押す メロディー音（上がる） 青色に点滅する

電源OFF [電源]ボタンを約3秒押す メロディー音（下がる） 消灯する

ペアリング 電源OFF時、[電源]ボタンを約6秒押す ピパー
ピロッ

接続待機中�:�赤色と青色で交互に点滅
接続完了�:�3秒間隔で青色2回点滅

Bluetoothユニット搭載
無線機に切り替える

[PTT]ボタンを押す ピッ

電話をかける [電源]ボタンを押す

電話をうける [電源]ボタンを押す ― 3秒間隔で青色2回点滅

電話を切る [電源]ボタンを押す

音量を上げる [+]ボタンを押す ピー（高音）* 青色に2回点滅する *最大音量時に鳴ります

音量を下げる [－]ボタンを押す ブー（低音）* 青色に2回点滅する *最小音量時に鳴ります

再生/一時停止 [≈ ‘]ボタンを押す ピッ 青色に2回点滅する

停止 [≈ ‘]ボタンを押す

早送り [ ]ボタンを押す ピッ 青色に2回点滅する

早戻し [ ]ボタンを押す ピッ 青色に2回点滅する

電源強制終了 [リセット]ボタンを押す ― 消灯する

充電 取扱説明書①表面参照 ― 赤色に点灯

※�ペアリング済みのBluetooth搭載無線機と携帯電話の両方に接続している場合、無線機の操作が優先されます。
　ただし、無線機を操作しているときに、携帯電話に電話がかかってきた場合などで、[電源]ボタンを押すと、携帯電話の接続に切り替わります。
　[PTT]ボタンを押すと無線機の接続に戻ります。

※�Bluetooth搭載無線機から切断されると、「ププッ」という音が鳴ります。
★1　MIC感度は3段階あり、感度3では「ピピピッ」と鳴り、感度2では「ピピッ」と鳴り、感度1では、「ピッ」と鳴ります。
★2　Bluetooth搭載無線機から機能の割り当てを変更できます。

音楽を再生する

音楽を再生/一時停止する

q  携帯電話で再生したい曲を選択する。

w  [再生]ボタンを押す。
 ¡ 再生中に[再生]ボタンを押すと、一時停止します。
 ¡ 再生中は、LEDランプが2秒に2回青色に点滅します。

再生を停止する

再生中、または一時停止中に[再生]ボタンを長く（約1秒）押す。
¡ 停止後に[再生]ボタンを押すと、曲のはじめから再生します。

早戻しをする

再生中、または一時停止中に[早戻し]ボタンを長く押す。
¡ 押しつづけているあいだは、曲を早戻しします。

早送りをする

再生中、または一時停止中に[早送り]ボタンを長く押す。
¡ 押しつづけているあいだは、曲を早送りします。

次の曲を再生する

[早送り]ボタンを押す。

1つ前の曲を再生する

停止中に[早戻し]ボタンを押す。
¡ 再生中は、LEDランプが2秒に2回青色に点滅します。

初期化のしかた

静電気などによる外部要因で、本製品の動作に異常があると思わ
れた場合は、いったん電源を切り、数秒後にもう一度電源を入れて
ください。
それでも改善しない場合は、次のように初期化操作をしてくださ
い。工場出荷時の状態に戻ります。

q  本製品の電源が切れているか確認する。
 ¡電源がONの場合は[電源]ボタンを長く（約3秒）押します。

w  [電源]ボタンを長く（約2秒）押したあと、[電源]ボタンと[VOL](－)
ボタンを同時に長く（約10秒）押す。

 ¡ LEDランプが紫色に点灯したあと、消灯します。

ご注意
お使いの機種や音楽再生アプリによって動作が変わる場合が
あります。
本製品は、すべてのBluetooth機器の動作を保証するもので
はありません。

電源強制終了のしかた

電源が入っているのに操作しても動作しないときなどは、下記の
操作で強制的に電源をお切りいただき、再度電源を入れるなどし
てみてください。

q [リセット]ボタンをペン先などで押して、強制終了させる

[リセット]ボタン

[VOL](－)ボタン

[電源]ボタン [電源]ボタン

約2秒押したあと 約10秒押す

LEDランプ

LEDランプ

[電源]ボタン

[早送り]ボタン

[再生]ボタン

[早戻し]ボタン
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