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Jabees Fireflyはオートパワーオン/オフ機能、
音声アシスタント（Siri、Googleアシスタント）、急速充電、
外音取り込み機能(アンビエントサウンドモード)、音声ガイダンス（英語/中国語のみ）
およびこのユーザーマニュアルで紹介する機能をサポートする
Bluetooth 5.0 に対応したトゥルーワイヤレスイヤホンです

（1）スピーカー部
（2）充電接点※1
（3）LEDライトインジケーター 
（4）MFボタン（マルチファンクションボタン）
-省電力モード/ウェイクアップ
-音楽の再生/一時停止 
-電話への応答/拒否 
-電話を転送する 
-言語選択 
-ファクトリーリセット 
-音声アシスタント(Siri、Googleアシスタント) イヤホン左※2
-外音取り込み機能(アンビエントサウンドモード) イヤホン右
-ボリュームUP イヤホン右 
-ボリュームDOWN イヤホン左 
-次の曲 イヤホン左
（5）マイク

※1充電端子部分は
　皮脂や油分・汚れなどにより充電ケースとの接触が悪くなる場合があるので
　充電がうまくできないなどの場合は、細い綿棒などで清掃してください。
※2対応したスマートフォンが必要です

Jabees Fireflyをご購入いただきまして誠にありがとうございます。
このマニュアルでは、Firefly本体の操作方法と設定方法のご案内をいたしますが、
ペアリングしてご利用になるデバイス（iPhoneやAndroidなどのスマートフォン、
その他Bluetoothデバイス）のBluetooth接続設定方法をあらかじめご確認ください。

Fireflyは急速充電に対応しています。わずか10分の充電で約2時間の
音楽再生が可能です。また約30分でイヤホンはフル充電されます。 
Fireflyのイヤホン本体および充電ケースに充電接点が付いています。※１
※1充電端子部分は
　皮脂や油分・汚れなどにより充電ケースとの接触が悪くなる場合があるので
　充電がうまくできないなどの場合は、細い綿棒などで清掃してください。

1、Fireflyを充電ケースに入れイヤホン本体の充電接点とケースの接点を合わせます
2、ケースに入れて充電接点がつながると自動的に充電が始まります。
　充電中はLEDインジケーターが赤色に点灯します。
3、イヤホンが完全に充電されるとLEDインジケーター白色になり
　約30秒間点灯してから消灯します。
4、充電を停止するには充電ケースの充電オン/オフボタンを2回押してください

（1）充電オン/オフボタン
（2）充電ケースバッテリー容量のLEDインジケータ
（3）充電ケースを充電するためのUSBタイプCポート
（4）イヤホン充電スロット



Firefly

充電ケースの充電 

イヤホン本体の充電するタイミングについて

注意：

MFボタン(マルチファンクションボタン) 

注意

LEDインジケーター（充電中）

バッテリー容量 LED 1 LED 2 LED 3 LED 4

0-25% 点滅 オフ オフ オフ

オン 点滅 オフ オフ

オン オン 点滅 オフ

オン オン オン 点滅

オン オン オン オン

25%-50%

50%-75%

75%-99%

99%-100%

充電ケースには500mAhのバッテリーが内蔵されており
イヤホン本体を初回充電を含み約4回充電可能です。 
4つのLEDインジケータは充電ケースのバッテリー残量を示してます。
バッテリー残量が少なくなるにしたがってLEDの点灯数が減っていきます。
充電ケースの充電が減ってきている場合はケースの充電をしてください。

1、付属のUSBタイプC充電ケーブルの一方の端を充電ケースの充電ポートに差し込み、
　もう一方の端をコンピューターまたはUSBポート付きAC充電器に差し込みます。
2、充電ケースが完全に充電されると、4つのLEDインジケータが緑色に点灯します。 
3、充電ケースを完全に充電するには約1～2時間かかります

イヤホン本体の充電が少なくなると
「ローバッテリー、プリーズチャージ(Low Battery Please Charge)」という
英語の音声ガイダンスが聞こえます。
その際はFireflyを充電してください。

iPhoneおよびその他のiOSデバイスで
バッテリー残量を確認できます。

バッテリー残量表示は、左イヤホンのバッテリー残量のみが
表示されます。
そのため右イヤホンのの電源が切れている場合
バッテリー残量表示に表示されません。

初めて使用する場合は、使用前にFireflyを充電してください。 
12か月以上使用されていない場合はFireflyを充電する必要があります。
Fireflyを充電するには必ず付属の充電用ケーブルをご使用ください。

全般︓省電力/ウェイクアップ
電話︓通話への応答/終了/拒否/リダイヤル/転送
音楽︓音楽の再生/一時停止 
その他︓言語選択、工場出荷時リセット、ペアリング
左イヤホン︓ボリュームDOWN|音声アシスタント(Siri、Googleアシスタント)ON/OFF 
右イヤホン︓ボリュームUP|外音取り込み機能(アンビエントサウンドモード)ON/OF



Bluetooth DoneSettings

DEVICES

To pair an Apple Watch with your iPhone, go to 
the Apple Wath app.

Bluetooth

Fireflyを左右ペアで使用する

注意：

イヤホンの電源オン/オフ

注意：

注意：

Fireflyはオートパワーオン/オフをサポートしています。
イヤホンをオン/オフにするためにボタンを押す必要はありません。 

Fireflyの電源をONにするには︓ 
充電ケースからイヤホンを取り出します。白いLEDインジケーターが点滅し
音声ガイダンスが流れます。これでイヤホンが自動的にオンになります。 
Fireflyの電源をオフにするには︓ 
イヤホンを充電ケースに入れるとイヤホンは自動的にオフになります。 

2つのイヤホンがペアリング状態になっているとき
左のイヤホンを充電ケースに入れると右のイヤホンが
まだスマートフォンに接続されていない場合はペアリングモードになります。
右のイヤホンを充電ケースに入れると
左のイヤホンはスマートフォンに接続されたままになります。

ステップ1　スマートフォンとステレオ接続でペアリング
 
1）充電ケースからイヤホンを取り出します。LEDインジケーターが白く点滅し
　約3秒後にイヤホンの電源がオンになり、自動的に左右のイヤホンが接続されます。
2）左イヤホンのLEDが赤と白に点滅しスマートフォンとのペアリングモードになります。

充電ケースから取り出したときに2つのイヤホンが自動的に相互に接続できない場合は
LEDが赤と白に点滅するまで両方のイヤフォンのMFボタンを約2秒間押し続けます。
ペアリングモードに入ります。
それでも解決しない場合は、ファクトリーリセットを参照してください。

ステップ2　スマートフォンまたは他のBluetoothデバイスとの接続

1）スマートフォンまたは他のBluetoothデバイスのBluetooth機能をオンにし、
　Bluetoothデバイスの検索を開始します。 「Firefly」を選択して接続を完了します。 
2）接続時にパスキー又はPINコードを要求された場合は「0000」(4ゼロ)を入力してください

1、Fireflyはペアリング接続状態のとき2台のスマートフォン(またはBluetoothデバイス)との
　マルチポイント接続はサポートしておりません。
　(別のスマートフォンまたはBluetoothデバイスに接続する場合は先に接続している機器の
　BluetoothをオフにしてからFireflyの電源を入れ、別の機器からFireflyを探し接続してください)
2、左のイヤホンの充電切れで電源オフになった場合、右のイヤホンがスマートフォンに
　接続されていない場合はペアリングモードになります。
　以前に右イヤホンをペアリングしてスマートフォンに接続したことがある場合、
　そのスマートフォンに自動的に接続されます。 
3、右イヤホンが充電切れで電源が切れても左イヤホンはスマートフォンとの接続を維持するため
　左イヤホンは単体で使用できます。



  

省電力モード

注意：

  Fireflyを左右個別に使用する

注意：

各イヤホンを個別に使用する場合はスマートフォンまたは他のBluetoothデバイスと
再度ペアリング設定する必要があります。
 
1　1台目のスマートフォンとペアリングして接続する方法

1）充電ケースからイヤホンを1つ取り出してFireflyをオンにしLEDインジケーターが
　白く点滅しMFボタンをダブルプッシュするとLEDインジケーターが赤と白に点滅し
　ペアリングモードに入ります。ペアリング後はLEDインジケーターが白く点灯します。 
2）スマートフォンまたは他のBluetoothデバイスのBluetooth機能をオンにし
　スマートフォンでBluetoothデバイスの検索を開始します「Firefly」を選択し指示に従います。
　パスキーまたはPINコードを要求された場合は、「0000」（4ゼロ）を入力します。 
3）Fireflyとスマートフォンをペアリングして接続すると音声ガイダンスが聞こえます。

一定時間（約5分間）ペアリングできない場合、イヤホンは自動的に省電力モードになります。

2　2台目のスマートフォンとペアリングして接続する方法

Fireflyは左右個々のイヤホンを使用する場合
2台のスマートフォンでマルチポイント接続に対応します。 

1）Fireflyを最初のスマートフォンとペアリングして接続します。 
　（「1　1台目のスマートフォンとペアリングして接続する方法」を参照してください。） 
2）Fireflyの電源オフ（充電ケースに入れます）にします。 
3）1台目のスマートフォンのBluetooth機能をオフにします。 
4）Fireflyの電源オン（充電ケースから出します）にし、
　イヤホンを2台目のスマートフォンとペアリング設定をして接続します。 
5）接続が完了したらFireflyの電源をオフ（充電ケースに入れます）にし再度オンにします。 
6）1台目のスマートフォンのBluetooth機能をオンにすると、
　イヤホンが両方のスマートフォンに自動的に接続されます。

Fireflyはオートパワーオン/オフをサポートし充電ケースへの出し入れでのみ
オンとオフを切り替えることができます。
充電ケースを持っていない時にイヤホンを手動でオフにしてバッテリー消費を
節約したい場合は以下の省電力モードを利用してください。

省電力モードをオンにするには︓ 
イヤホンが接続されていて音楽再生中ではない場合、
いずれかのイヤホンのMFボタンを約5秒間押し続けると左のイヤホンが赤と白で点滅し
イヤホンが切断されて省電力モードがオンになります。 

イヤホンの電源を入れるには(省電力モードから復帰するには)︓ 
いずれかのイヤホンのMFボタンを短く押すとイヤホンの省電力モードから復帰し
自動的にスマートフォンに接続されます。

1、イヤホンが5分以内にスマートフォンに接続されない場合は自動的に省電力モードになります。 
2、2つのイヤホンが互いに接続されていない場合はイヤホンは省電力モードになります。
　たとえば、イヤホンは工場出荷時のリセット後に左右の接続が切れてしまいます。
　この状況では2つのイヤホンを手動でペアリングして接続する必要があります。
　このマニュアルの「ファクトリーリセット(工場出荷状態にリセット)」を参照してください。



  音声アシスタント(Siri、Googleアシスタント)の起動

  
イヤホンとスマートフォン間の音声の切り替え

  ボリュームの調整

  音楽の再生

  電話をかける

  ダイヤルキーによるダイヤル

  電話への応答/終了/拒否

  通話を保留にする

  着信アナウンス

各イヤホンを個別に使用する場合はスマートフォンまたは他のBluetoothデバイスと
再度ペアリング設定する必要があります。
 
1　1台目のスマートフォンとペアリングして接続する方法

1）充電ケースからイヤホンを1つ取り出してFireflyをオンにしLEDインジケーターが
　白く点滅しMFボタンをダブルプッシュするとLEDインジケーターが赤と白に点滅し
　ペアリングモードに入ります。ペアリング後はLEDインジケーターが白く点灯します。 
2）スマートフォンまたは他のBluetoothデバイスのBluetooth機能をオンにし
　スマートフォンでBluetoothデバイスの検索を開始します「Firefly」を選択し指示に従います。
　パスキーまたはPINコードを要求された場合は、「0000」（4ゼロ）を入力します。 
3）Fireflyとスマートフォンをペアリングして接続すると音声ガイダンスが聞こえます。

2　2台目のスマートフォンとペアリングして接続する方法

Fireflyは左右個々のイヤホンを使用する場合
2台のスマートフォンでマルチポイント接続に対応します。 

1）Fireflyを最初のスマートフォンとペアリングして接続します。 
　（「1　1台目のスマートフォンとペアリングして接続する方法」を参照してください。） 
2）Fireflyの電源オフ（充電ケースに入れます）にします。 
3）1台目のスマートフォンのBluetooth機能をオフにします。 
4）Fireflyの電源オン（充電ケースから出します）にし、
　イヤホンを2台目のスマートフォンとペアリング設定をして接続します。 
5）接続が完了したらFireflyの電源をオフ（充電ケースに入れます）にし再度オンにします。 
6）1台目のスマートフォンのBluetooth機能をオンにすると、
　イヤホンが両方のスマートフォンに自動的に接続されます。

1、イヤホンが5分以内にスマートフォンに接続されない場合は自動的に省電力モードになります。 
2、2つのイヤホンが互いに接続されていない場合はイヤホンは省電力モードになります。
　たとえば、イヤホンは工場出荷時のリセット後に左右の接続が切れてしまいます。
　この状況では2つのイヤホンを手動でペアリングして接続する必要があります。
　このマニュアルの「ファクトリーリセット(工場出荷状態にリセット)」を参照してください。

Fireflyがスマートフォンに正常に接続されたら電話をかけたり受けたりできます。
詳細については、スマートフォンのマニュアルを参照してください。

通常どおりスマートフォンで番号を入力してダイヤルします。
呼び出しが始まるとFireflyに自動的に音声が送信されます。

イヤホンの電源が入っていてスマートフォンと接続されている際は
電話がかかってくると呼出音がイヤホンから聞こえます。 

-MFボタンを押して通話に応答します。 
-MFボタンを押して通話を終了します。 
-MFボタンを2秒間長押しして通話を拒否します。 

MFボタンを2秒間押し続けて現在の通話を保留にしキャッチホンを受け入れます。
MFボタンを短く押すと現在の通話が終了し、最初の通話に戻ります。

Fireflyは音声ガイダンスで着信番号の読み上げを行います (英語／中国語のみ)

着信状態と発信状態の両方でMFボタンをダブルプッシュしてイヤホンとスマートフォン本体の
スピーカーの切り替えができます(イヤホンからスマートフォンに切り替えた場合
スマートフォン本体で通話をします)
通話音声をFireflyに戻す場合はMFボタンをもう一度ダブルプッシュします。
一部のスマートフォンでは、さらにほかの操作が必要になる場合がありますので
お使いのスマートフォンのマニュアル等でBluetooth機器での通話操作の方法をご参照ください。

イヤホンのMFボタンまたはスマートフォンで音量を調整できます。 
音量を上げる︓右イヤホンのMFボタンを長押し(電話中もしくは音楽再生中)
音量を下げる︓左イヤホンのMFボタンを長押し(電話中もしくは音楽再生中)

注︓Fireflyを個別に使用する場合はスマートフォンや接続機器側で音量を
上げたり下げたりする必要があります。

音楽の再生︓MFボタンを短く押します。 
音楽の一時停止︓MFボタンを短く押します。 
次の曲︓左のイヤホンのMFボタンをダブルプッシュ。 

音声アシスタント(Siri、Googleアシスタント)の起動 
左イヤホンのMFボタンをダブルプッシュ

注︓
1、通話中や音楽再生中は音声アシスタントを有効にできません。 
2、ロック画面から、または画面がオフのときにGoogleアシスタントを起動できない
　場合があります。その場合は画面のロックを解除して再試行してください。 



  

外音取り込み機能(アンビエントサウンドモード) 

  

音声ガイダンスの言語切り替え

  PCやその他のBluetooth機器との接続

  ファクトリーリセット(工場出荷状態へリセット)

注意：

着信状態と発信状態の両方でMFボタンをダブルプッシュしてイヤホンとスマートフォン本体の
スピーカーの切り替えができます(イヤホンからスマートフォンに切り替えた場合
スマートフォン本体で通話をします)
通話音声をFireflyに戻す場合はMFボタンをもう一度ダブルプッシュします。
一部のスマートフォンでは、さらにほかの操作が必要になる場合がありますので
お使いのスマートフォンのマニュアル等でBluetooth機器での通話操作の方法をご参照ください。

Jabees Fireflyはユーザーの安全を第一に考え、外音取り込み機能を備えています。
外音取り込み機能をONにするとイヤホンに内蔵されたマイクにより、
周りの音を集音しイヤホンから外の音を流します。
例えば電車や公共交通機関での移動中の車内アナウンスをイヤホンをしたまま聞きたい場合、
例えば交通量の多い道をイヤホンをつけたまま歩く場合に車の走行音などが聞こえるように、
例えば夜道に帰宅の途につく際にイヤホンをしていて周りの音が聞こえないと不安に
なる気持ちに安心感をご提供します。

外音取り込み機能ON/OFF:
右イヤホンのMFボタンをすばやく2回プッシュしてアンビエントサウンドモードを
有効にします。これにより音楽やハンズフリー通話を楽しみながら
周囲の音を確認することができます。再度2回プッシュするとオフになります。

アドバイス:
外音取り込み機能をONにしても音楽の音量は下がらないので、
安全のために必要があれば音楽を一時停止するか音楽の音量を下げて、
より周りの音が聞こえるようにしましょう。 
注︓Fireflyが左右ペアリング接続状態でない場合、
外音取り込み機能(アンビエントサウンドモード)はアクティブにできません。

Fireflyは英語と中国語の音声ガイダンスをサポートしています。(日本語には切り替えられません) 

（1）接続されているスマートフォンのBluetooth機能がONの場合はオフにします。
　充電ケースからイヤホンを1つ取り出すと電源が入り自動的に省電力モードになります。 
（2）MFボタンを短く押して起動すると、ペアリングモードになります。 
（3）イヤホンのMFボタンをダブルプッシュすると言語が別の言語に切り替わります。
　 2つめのイヤホンの言語を変更するには、この手順を繰り返します。

FireflyをBluetooth対応PCやBluetooth対応音楽再生プレイヤーなどに接続できます。
接続方法については、PCおよびBluetooth機器のユーザーマニュアルを参照してください

イヤホンを工場出荷時の設定に戻すにはイヤホンを充電ケースに戻し
充電されていることを確認します。
その後、両方のイヤホンのMFボタンをダブルプッシュするとLEDインジケーターが
赤と白でそれぞれ2回ずつ点滅し工場出荷時の状態にリセットされます

工場出荷時設定へのリセット後、
2つのイヤホンを手動でペアリングして接続する必要があります。
 
1、充電ケースからイヤホンを取り出すと自動的に電源オンになります。 
2、各イヤホンのMFボタンを2秒間押し続けるとLEDインジケーターが
 赤と白で点滅しペアリングモードになります。 
3、接続が成功すると左のイヤホンが赤と白で点滅し右のイヤホンが白で点滅します。



  製品の保証について

  重要な注意事項

  安全に使用するためのガイドライン

  禁止事項
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Jabeesは、FreeTek International Co、Ltdの登録商標です。その他のブランドおよ
び製品名はそれぞれの所有者の商標です。本製品の保証期間はご購入日より1年間です。
保証の範囲は通常利用で発生した故障のみとなります。
紛失、水没や落下などによる破損や事故による故障や滅失は保証対象外となります。
保証を受ける際には付属している保証書とご購入店舗でのレシートが
必要になりますので大切に保管してください。

大きな音量で長時間音楽を聴くことで聴覚にダメージが生じる場合があります。
音量をできるだけ小さくし大きな音量レベルでイヤホンを長時間使用しないでください。

このイヤホンを使用する前に以下の安全ガイドラインをお読みください。 
この製品を使用する前に次の手順に従ってください 

1、イヤホンを装着する前に、ボリュームコントロールを最低レベルにします。 
2、イヤホンを装着し、ボリュームコントロールをゆっくりと快適なレベルに調整します。 

この製品の使用中について 
1、音量を可能な限り低いレベルに保ちます。 
2、音量を上げる必要がある場合は、音量コントロールをゆっくり調整します。 
3、不快感や耳鳴りが生じた場合はすぐに使用を中止してください。
　大音量で使用し続けると耳がその音量レベルに慣れる可能性があり目立った不快感が
　なくても聴覚に永久的な損傷を与える可能性があります。
　適度な音量でご利用ください。音量が小さいと感じる場合は安易に音量を上げる前に、
　イヤーチップを交換してより耳にフィットするイヤーチップに変えてみてください。
　それにより、音量を上げなくても遮音性が上がり快適に音楽を聴けるようになります。

1、心臓などにペースメーカーまたはその他の電子医療機器をお持ちの場合は、
　このデバイスを使用する前に医師にご相談ください。 
2、このデバイスには子供にとって危険な小さな部品が含まれています。
　子供の手の届かないところに保管してください。
　イヤホン・ケース・付属品自体またはそこに含まれる多くの小さな部品は摂取すると
　窒息を引き起こす可能性があります。 
3、装置を自分で分解したり他の物体を押し込んだりしないでください。
　ショートを引き起こし火災や感電の原因となる可能性があります。 
4、ユーザー(ご利用者様)自身がが製品の一部または全部を交換または修復することは
　できません。この製品を分解できるのは認定ディーラーまたはサービスセンターのみです。 
5、製品のいずれかの部品が通常の磨耗または破損または破損を含む何らかの理由で
　交換を必要とする場合、販売店に連絡してください。 
6、デバイスが過熱したり落としたり破損したり液体に浸されたりした場合は
　すぐに使用を中止してください。

車や自動二輪車、自転車など道路交通法に定められる乗り物を操縦しながらの
イヤホンの使用は危険ですので絶対に使用しないでください。

Jabees日本正規代理店 株式会社ECスタイル ECSTYLE Inc.
サウンドアース
https://soundearth.jp/jabees/

Jabees Firefly


