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はじめに

Bluetoothステレオヘッドフォンをご使用になる前に、安全および使用上
の注意をよくお読みください。

警告：火災や感電の危険防止のため、製品が水や水蒸気に触れないよう
ご注意ください。

重要な安全上の説明
1.  BTH240 を液体、水蒸気にさらしたり、湿度の高い場所に置いたり

しないでください。
2.  BTH240 のクリーニングの際、研磨洗浄剤は本体を傷つける恐れが

ありますので、使用しないでください。クリーニング前に必ず電源
をオフにし、 プラグを抜いてください。

3.  BTH240 は、極度の高温または低温を避けて保管してく ださい。 
4.  BTH240 の分解・改造はおやめください。 
5.  BTH240 は直射日光を避けて保管してください。
6.  運転中のステレオヘッドフォンの使用許可に関して、各自治体の 道

路交通法に従ってください。
7.  電波干渉や不適合を避けるため、機器の電源を切るよう指示のある

場所ではBTH240の電源をお切りください。（例：航空機内、軍用
基地、病院などの医療施設）。 

8.  長期的な使用による聴力障害を防ぐため、再生時は適切な音量でご
使用ください。
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9.  火気、水や高電圧機器のそばに近づけないでください。
10.  ヘッドフォンは涼しく乾燥した場所に保管してください。 
11.  BTH240には、リチウムイオン電池が内蔵されています。リチウム

イオン電池は可燃性で、不正に使用された場合または欠陥があった
場合、火災の原因となることがあります。

12.  パッケージおよび本体を廃棄される際は、必ず自治体の条例に従
い、責任をもって処分してください。

ヘッドフォンの概要

Bluetoothコントロールの詳細および機能については、本書の操作の項を
参照ください。

1. LED インジケータ
2. 音量＋ボタン
3. 音量－ボタン
4. 多機能ボタン
5. マイクロ USB 充電ポート
6. 前曲ボタン
7. 次曲ボタン
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パッケージ内容

   BTH240 ステレオBluetoothヘッドフォン 
   USB 充電ケーブル 
   取扱説明書 
   携行用ポーチ 

操作方法 

1.  電源のオン/オフ操作

ヘッドフォンの電源をオンにするには、LED が青色に点灯するまで多機
能ボタンを 4～5 秒間長押しします。 電源をオフにするには、LED が赤 
色に点灯するまで多機能ボタンを 5～6 秒ボタンを長押します。

2.  バッテリーの充電

BTH240 ヘッドフォンを充電するには、BTH240 にUSB ケーブルを接
続し、 USB 電源にプラグを差し込みます。USB 電源には、コンピュー
タ、 ラップトップ、USB ハブ、USB AC アダプタ、自動車用USB 充電 
器などがあります。

BTH240 の充電中は、赤のライトが点灯します。充電が完了すると、赤
のライトは消えます。充電が完了するまでの所要時間は2～3 時間です。

BTH240 のバッテリーが少なくなると、赤のライトが断続 的に点滅し、
ヘッドフォンは電源がオンの時かすかに聞こえる音量で作動します。
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3. スタンバイモード/アイドリング機能

ヘッドフォンが電源オンの状態で、数分後に作動しない場合は、自動的
にスタンドバイモードに入ります。この状態で、BTH240 は電力を保存
します。再びオンにするには、接続されているデバイスでオーディオを
再生するか、BTH240 のいずれかのボタンを 押してください。

4. Bluetoothのペアリング
a.  ヘッドフォンの電源がオフであることを確認し、青と赤のライトが

交互に点灯するまで多機能ボタンを 7～10 秒間押し続けて、ヘッド
フォンをペアリングモードに入れてください。（注意：青のライト
だけ見えた時点で指をボタンから外さないでください） 

b.  お持ちのBluetooth機器の操作説明に従ってペアリングを開始してく
ださい。 

iPad、iPhone、iPod Touch 用

設定＞一般＞Bluetooth（オン）へと進み、BTH240 を選択してヘッド
フォンのペアリングを行ってください。

Androidスマートフォン用 

Bluetoothが有効になっている状態で、設定＞無線とネットワーク
＞Bluetooth設定へと進み、デバイスのスキャンを選択します。BTH240 
を選択してヘッドフォンのペアリングを行ってください。

5. Windows7 または Windows8 とのペアリング
a.  お使いのコンピュータでBluetoothが有効になっていること、 

Bluetoothステレオ(A2DP)に対応していることを確認してください。 
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b.  BTH240 ヘッドフォンをペアリングモードにした後、タスクトレイ
のBluetoothアイコンを右クリックし、メニューにある「デバイスの
追加」 を選択します。Windows8 の下に「Bluetoothデバイスを追
加」とタイプします。 

c.  デバイスのリストから BTH240 を選択し、「次へ」ボタンをクリッ
クします。 

d.  コンピュータがデバイスとヘッドフォン用のドライバを読み込んだ
後、デバイスの接続が完了したことを確認します。「デバイスの追
加」のウィンドウで「閉じる」をクリックし、２番目のウィンドウ
を閉じます。 

e.  タスクトレイのボリュームコントロールのアイコンを右クリック
し、メニューから「再生デバイス」を選択します。 

f.  デバイスを左クリックしてヘッドフォン（Bluetoothハンズフリーオ
ーディオ）を選択し、「既定のデバイスとして設定」をクリック し
て下さい。 

g.  「OK」ボタンをクリックしてウィンドウを閉じます。お使いのコン
ピュータからKinivo BTH240 ヘッドフォンでオーディオ再生ができ
ます。 

6. Mac OS X とのペアリング
a.  BTH240 ヘッドフォンをペアリングモードにした後、Bluetoothア

イコンを クリックし、ドロップダウンメニューにある「Bluetooth
デバイ スを設定」を選択します。

b.  デバイスのリストから BTH240 を選択し、「続ける」をクリックし
て下さい。 
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c.  デバイスのペアリングが完了したことを確認します。「終了」を ク
リックし、次へ進んでください。 

d.  ヘッドフォンをデフォルト設定のオーディオデバイスとして使用す
るには、 タスクトレイのBluetoothアイコンをクリック、BTH240 
のオプショ ンにマウスポインタを重ね、「オーディオデバイスとし
て使用」を選択してください。 

e.  次回メニューバーで音量を調節したり、音楽を再生したりする際、
コンピュータは自動的にヘッドフォンに接続します。

7. ボタンの機能 

機能 操作

本体電源オン/オフ
多機能ボタンを 5 ～7 秒間長押し
します。（青のLEDが点滅）

Bluetoothペアリングモード

ヘッドフォンが電源オフの状態で
多機能ボタンを 7 ～10 秒間長押
しします。（赤と青の LEDが交互
に点滅）

Bluetooth再接続 
（スタンバイモード）

いずれかのボタンを押します。
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8. 工場出荷状態へのリセット（初期化）

警告：BTH240 を初期化することにより、今までのペアリングが全て消

ボイスコマンド

ボイスダイヤル

（対応iPhone用 Siri）

この機能を使用するには、お持ちのモ
バイル機器がボイスダイヤル機能に対
応していなければなりません。

1．多機能ボタンを 2 回連続で早押し   
します。ビープ音が聞こえます。

2．ボイスコマンドで指示してくだ
さい。

電話に出る/電話を切る 多機能ボタンを押します。

直近の発信番号をリダイヤル
着信拒否

多機能ボタンを 2 秒間長押ししま
す。

電話/BTH240 の音声切替
通話中に多機能ボタンを 2 秒間長押
しします。

音量を上げる ＋ボタンを押します。

音量を下げる －ボタンを押します。

音楽再生 多機能ボタンを押します。

次の曲の再生 次曲ボタンを押します。

前の曲の再生 前曲ボタンを押します。
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去され、ヘッドフォンが工場出荷時のデフォルト設定に戻ります。製品
に問題が生じている場合にのみ初期化を行ってくださ い。

1．BTH240 ヘッドフォンの電源をオフにします。 

2．＋、－と多機能ボタンの３つを同時に 6 秒間押します。青色の LED 
が2 回点滅し、ヘッドホンが停止します。

出荷時の状態にリセット後、ヘッドフォンの電源がオンになった時には
自動的 にペアリングモードに入ります。

トラブルシューティング

1. スマートフォンやタブレットとのペアリングができ
ません

ヘッドフォンがペアリングモードに入っていることを確認してくださ
い。（「Bluetoothペアリング」の項を参照）　スマートフォンまたはタ
ブレットでBluetooth設定の画面を開いて、Bluetoothデバイスの検索を
します。BTH240ヘッドフォンが表示されるはずです。ペアリングに進
み、ヘッドフォンを接続してください。

2. デバイスにヘッドフォンが接続できません

BTH240 ヘッドフォンが正常に作動することを確かめた後、デバイスと
のペアリングを全て消去し、工場出荷時の状態に戻します。（「工場出
荷状態へのリセット」の項を参照）
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3. ヘッドフォンがスマートフォンとは作動しますが、
コンピュータとは作動しません

お使いのコンピュータのBluetoothアダプタがヘッドフォンに対応してい
る必要があります。コンピュータのBluetoothアダプタが正常に作動する
よう、ドライバを最新版にアップデートしてください。また、お使いの
コンピュータのブルートゥースアダプタが A2DP（アドバンスト・オー
ディオ・ディストリビューション）、HSP（ヘッドセット）、HFP （ハ
ンズフリー通話）、または AVRCP（オーディオ/ビデオリモートコント
ロール）等のプロファイルに対応していることを確かめる必要がありま
す。

4. USB ケーブルの紛失・破損

同梱のUSB ケーブルを紛失または破損された場合は、標準的なマイクロ 
USB ケーブルか、マイクロ USB 充電器ならどれでもBTH240の充電に
使用できます。

5. エラー：コンピュータとのペアリングの際、ドライ
バが見つかりません

お使いのコンピュータのBluetoothアダプタには全てのBluetoothヘッド
フォンのドライバが含まれています。コンピュータのBluetoothアダプ
タが正常に作動するよう、ドライバを最新版にアップデートしてくださ
い。更に、Bluetoothアダプタが A2DP（アドバンスト・オーディオ・デ
ィストリビューション）、HSP（ヘッドセット）、HFP（ハンズフリー
通話）、または AVRCP（オーディオ/ビデオ・リモートコントロール）
等のプロファイルに対応していることを確かめる必要があります。コン
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ピュータのドライバを見つける際にサポートが必要でしたら、Kinivo社
サポートへお問い合わせください。

6. Mac OS X に接続する際、エラーメッセージが表示
されます

BTH240のヘッドフォンの電源がオンになっていることを確認して
ください。確認後なお接続できない場合は、コンピュータを再起動
し、BluetoothデバイスのリストからBTH240を削除してヘッドフォンの
ペアリングを再度行ってください。問題が解決しない場合は、Kinivo社
サポートまでお問い合わせください。

よくある質問

1. BTH240ヘッドフォンと互換性があるものは何です
か？

一般に、BTH240ヘッドフォンは、A2DP（アドバンスト・オーディオ・
ディストリビューション）、 HSP（ヘッドセット）、HFP（ハンズフ
リー通話）、そして AVRCP （オーディオ/ビデオ・リモートコントロ
ール）等のプロファイルに対応したデバイスと使用できます。これらの
Bluetoothプロファイルに対応した一般的なデバイスは以下の通りです：

  Apple社 デバイス - iPhone、iPod、iPad
   Bluetooth対応Macコンピュータ - MacPro、iMac、MacBook、 

MacBook Air、 MacBook Pro 等 
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   Bluetooth対応 Windowsコンピュータ - Windows8、Windows7お
よび Vista 

   タブレット - Windows、Apple、Android、Kindle Fire HD  
  スマートフォン - Android、BlackBerry、Windows、Samsung、D

roids、 HTC 等
   Sony Playstation3 （チャットオーディオのみ） 

2. BTH240 ヘッドフォン用 Windows ドライバはどこ
で入手できますか？

BTH240 ヘッドフォンには特定のドライバはありません。コンピュータ
内蔵のBluetoothアダプタにドライバがインストールされています。（互
換性のあるリストを参照ください）。コンピュータにあるヘッドフォン
のドライバに問題がある場合は、お使いのコンピュータのBluetoothドラ
イバを最新版にアップデートしてください。また、お使いのコンピュー
タに適したドライバを見つける際サポートが必要でしたら、Kinivo社サ
ポートへお問い合わせください。

3. 電話や自動車用の充電器を使うことができますか？

はい。BTH240 ヘッドフォンは、車の充電器、電話の充電器、壁の充電
器またはUSBコンピュータポート等の標準的なUSB電源ならどれでも充
電できます。

4. Bluetoothの接続を何件記憶できますか？

BTH240 は、Bluetooth接続を 5件まで記憶できます。BTH240 が電
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源オンになると、最後に接続されていたデバイスに自動的に接続されま
す。

5. VoIP や Skype で使えますか？

はい。BTH240 ヘッドフォンは、マイクロフォン使用中は ヘッドセッ
ト・プロファイル（HSP）に切り替わります。

6. バッテリー残量が少なくなった時にはどうしたら分
かりますか？

バッテリー残量が少なくなるとBTH240 ヘッドフォンから、聞き取れる
程度のビープ音が鳴り、LED が断続的に赤く点滅します。

7. 助けてください！ヘッドホンが使えません。どうす
ればよいですか？

トラブルシューティングの項を参照ください。解決策が見 つからない場
合は、Ｅメールでsupport@kinivo.com までお問い合わせください。

ヘッドフォンの仕様

Bluetooth仕様

V2.1+EDR class 2、A2DP1.2 プロフ
ァイル最新版およびAVRCP1.0 プロフ
ァイル対応
Bluetoothヘッドセットおよびハンズフ
リー（HFP1.5）各プロファイル対応
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無線周波数帯域 2.402－2.480GHz、2.4G ISM バンド

送受信性能 受信感度－90dBm、TX  
最大送信出力　4dBm

周波数レスポンス 20Hz-20kHz

信号雑音比（SNR） 95 dB

総合高調波歪み率（THD） 0.1%

5 つのボタン

MFB（マルチファンクション・ディス
プレイ）、VOL＋（音量＋）、VOL－
（音量-）、FWD（進む）、BACK（
戻る）

LED インジケータ 青、赤

電源
充電式 400mAh リチウムポリマー
電池
マイクロ USB 充電ポート

充電入力 DC 5V 、350mA

充電所要時間 2～3 時間

動作温度 14°F～131°F

保管温度 -4°F ～176°F

通話時間/音楽再生時間 最大10 時間

待受時間 最大200 時間
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保証

1 年間ハードウェア限定保証

Kinivo 社は、本製品が、正常なご使用状況では適切に使用できる状態
にあること、素材または製造に欠陥のないことをご登録のお客様に対し
て、お買い上げの日より 1 年間保証いたします。製品は、 各検査項目に
おいて最高の品質基準を満たすようテストされています。万が一製品に
欠陥が認められた場合、弊社にて無償で修理または交換させていただき
ます。交換が必要な場合、弊社による同製品の取扱が終了していたとき
には、Kinivo社は同様の品質・サイズで、使用目的に合致する代替品と
交換する権利を留保します。

本保証は、本製品の修理または交換のみに適用され、譲渡はできませ
ん。また、誤ったご使用や天災地変、またはKinivo社が制御できない一
切の事由により破損したいかなる製品にも適用されません。本保証は、
上記の限定保証内容に違反した結果生じた付随的または間接的損害につ
いては適用されず、弁償または支払いを行わないものとします。上記の
限定保証を除いて、当社は他のいかなる明示または黙示の保証も提供し
ません。また、本保証書に明示された限定保証以外の保証は、商品性の
黙示的保証、特定の目的への適 合性の黙示的保証を含むいかなる保証
も、すべて放棄します。

製品が正常に作動しない、または気がかりな点等ございましたら、返品
をされる前にKinivo社サポートまでお問い合わせください。
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オンラインサポート・お問合せ

support.kinivo.com またはwww.kinivo.com にて、サポートに関する
情報、ダウンロード、使用法の説明をご覧ください。または、Eメール、
チャットでお問合せください。（詳細は下記参照）

Kinivo 製品サポート
Eメール : support@kinivo.com
チャット: http://support.kinivo.com



Kinivo 製品サポート
オンライン : http://support.kinivo.com
Eメール     : support@kinivo.com

年間
ハードウェア限定保証1

Made in china
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