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はじめに

ワイヤレスBluetoothヘッドフォンご使用の前に、安全および使用上の説
明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、製品を水や湿気にさらさないでくだ
さい。

重要な安全上の説明

ヘッドフォンをご使用になる前に、安全および使用上の説明をよくお読
みください。
1. ヘッドフォンを液体、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. ヘッドフォンのクリーニングの際は、本体を傷つける恐れがありま

すので研磨剤のご使用はおやめください。クリーニングの前に必ず
電源を切り、電源コードを抜いてください。

3. ヘッドフォンを極度に高温または低温のところに置かないでくださ
い。

4. 直射日光を避けて保管してください。
5. マニュアルで指定され、同梱されているアクセサリ・付属品以外は

使用しないでください。
6. ヘッドフォンの分解・改造はしないでください。
7. ヘッドフォンは低温で乾燥した場所に保管してください。
8. Kinivo Urbnヘッドフォンはリチウムイオン電池を内蔵しています。

リチウムイオン電池は可燃性で、誤って使用した場合、または欠陥
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があった場合、火災の原因となることがあります。
9. パッケージまたは本体を処分される際は、必ずお住まいの地域の条

例に従い、責任を持って処理してください。

ヘッドフォンの概要

1. スピーカー（左）
2. スピーカー（右）
3. 折りたたみ式
4. NFC ロゴ
5. 音量 +
6. 音量 -
7. 電源スイッチ

8. USB 充電ポート
9. LEDインジケータ
10. 巻き戻しボタン
11. 再生・一時停止ボタン
12. 早送りボタン
13. マイクロフォン
14. AUX入力ジャック
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操作 

1. ユニット電源オン/オフ
ヘッドフォンは電源スイッチをスライドさせてオン/オフを切り替えま
す。ヘッドフォンの電源が切れた時、音楽は一時停止します。 機器との
ペアリングが行われていない場合、電源が入った時ヘッドフォンはペア
リングモードに入ります。

2. 音量調節
音量 + または音量 - のボタンを押して音量の上げ下げをします。音量ボ
タンを押すたびにトーンが鳴り、音量が最大または最小のときには異な
るトーンが鳴ります。

3. Bluetooth ペアリング
ヘッドフォンは、ご使用前にBluetooth機器とのペアリングが必要です。
ヘッドフォンの電源を入れ、ヘッドフォンの再生・一時停止ボタンを6秒
間長押しします。
お使いのコンピュータまたはモバイル機器で「Kinivo Urbn」を検出

し、ペアリングを行います： Windows Vista,7,8.1
a. システムトレイのBluetoothメニューから「デバイスの追加」を選択

します。
b. 使用可能な機器のリストに「Kinivo Urbn」が表示されたらダブルク

リックし、 Windowsの設定を待ちます。
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Windows 8
a. 検索チャームで「Bluetoothデバイスの追加」を検索し、開きます。
b. デバイスのリストに表示された「Kinivo Urbn」をクリックし、「次

へ」をクリックします。

Mac OS
a. Bluetoothメニューから「Bluetooth環境設定を開く」を選択しま

す。
b. 「Kinivo Urbn」の隣の「ペアリング」ボタンをクリックします。
iOS
設定 > Bluetooth（オン）へと進み、「Kinivo Urbn」を選択してくだ
さい。
Android
設定 > 無線とネットワーク>  Bluetooth設定（オン）> デバイスのスキ
ャンへと進み、「Kinivo Urbn」を選択してペアリングを行います。
NFC
お使いのタブレットまたはスマートフォンがNFC（近距離無線通信）に
対応している場合、Kinivo Urbnのペアリングが迅速に行えます。Urbn
をペアリングモードにし、機器の裏面をKinivo UrbnのNFCロゴに近づけ
ると、タブレットまたはスマートフォンでペアリングのダイアログが表
示されます。

4. AUX入力
3.5mm オーディオケーブルをヘッドフォンおよび他の音源に接続しま
す。3.5mm オーディオケーブルをKinivo Urbnに接続しているときは
Bluetoothは無効となります。
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5. Kinivo Urbnヘッドフォンの充電
Kinivo Urbn ヘッドフォンを充電するには、マイクロUSBケーブルを
Kinivo Urbnに接続し、ヘッドフォンをUSB電源に差し込みます。USB電
源には、コンピュータ、ノートブックパソコン、USBハブ、USB ACアダ
プタおよび車のUSB充電器などがあります。

Kinivo Urbnの充電中は赤のライトが点灯します。バッテリーの充電が完
了すると、ライトが消えます。充電が完了するまでの所要時間は最大3時
間です。Kinivo Urbnのバッテリーが少なくなると、電源がオンの時、赤
のライトが5秒ごとに点滅します。

6. 工場出荷状態へのリセット（初期化）
スタンバイモードで、赤と青のLEDが同時に点灯するまで音量 + ボタン
と音量 - ボタンを8秒間押し、指を離します。

出荷時の状態へのリセット後はメモリが消去されます。ヘッドフォンの
電源を再び入れると自動的にペアリングモードに入りますが、機器との
接続は行われません。ペアリングを再度行って、機器との接続をする必
要があります。
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ペアリング方法

LED インジケータ

機能 操作 LEDインジケータ
電源を入れる スライドスイッチをオンに

切り替える
青のLEDが1秒間点滅

電源を切る スライドスイッチをオフに
切り替える

赤のLEDが1秒間点滅

ペアリングモー
ドにする

ヘッドフォンの電源が入
っていることを確認し、再
生・一時停止ボタンを6秒
間長押しする

赤と青のLEDが交互
に点滅

最後に接続して
いた機器に再び
接続する

再生ボタンを押す 青のLEDが1秒間点滅

LED インジケータ ヘッドフォンの状態
赤と青のLEDが交互に点滅 ペアリングモード

青のLEDが2秒ごとに1回素早く点滅 接続している機器なし

青のLEDが4秒ごとに2回素早く点滅 機器に接続されている

青のLEDに代わり赤のLEDが点滅 バッテリー残量少
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音楽機能

電話機能

機能 ヘッドフォンの
状態

操作

電話を切る 相手を呼び出し中 再生・一時停止ボタンを
押す

機能 ヘッドフォンの状態 操作
音量を上
げる

音楽再生中 音量 + ボタンを押す

音量を下
げる

音楽再生中 音量 - ボタンを押す

前曲 音楽再生中 前曲ボタンを1回押す

次曲 音楽再生中 次曲ボタンを押す

ボイスダイ
ヤル

スタンバイモード
（接続済の機器）

再生・一時停止ボタンを
2回素早く押す

一時停止 音楽再生中 再生・一時停止ボタンを押す

再生 一時停止中 再生・一時停止ボタンを押す
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通話機能

機能 ヘッドフォンの
状態

操作

後からかかってき
た電話に出て電話
を切る

別の電話がかかっ
てくる

再生・一時停止ボタンを
押す

電話に出る 着信中 再生・一時停止ボタンを
押す

着信拒否 着信中 再生・一時停止ボタンを2
秒間長押しする

通話をやめる 通話中 再生・一時停止ボタンを
押す

音量を上げる 通話中 音量 + ボタンを押す

音量を下げる 通話中 音量 - ボタンを押す

携帯電話に会話を
転送

通話中 再生・一時停止ボタンを
2秒間押す

ヘッドフォンに会
話を転送

通話中 再生・一時停止ボタンを
2秒間押す

ボイスダイヤル スタンバイモード
（接続済の機器）

再生・一時停止ボタンを2
回素早く押す
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仕様

後からかかってき
た電話に出て前の
電話を保留にする

別の電話がかかっ
てくる

再生・一時停止ボタンを2
回素早く押す

別の電話に切り
替える

通話の継続 再生・一時停止ボタンを2
回素早く押す

通話を切り、保
留にしていた電話
に出る

通話の継続 再生・一時停止ボタンを
押す

Bluetooth バージョン Bluetooth V4.0

Bluetooth プロファイル HFP、HSP、A2DP、AVRCP

通信距離 10 メートル

ヘッドフォン音楽再生時間 約15時間

ヘッドフォン待受時間 約 800時間

入力電圧 DC5.0V---500mA

ヘッドフォン充電所要時間 約 3時間

寸法 176*165*32mm

重量 約 180g

バッテリー容量 430mAH
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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、ご購入日より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おります。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頂きます。交
換が必要な場合、弊社による同製品の取り扱い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製品と
交換する権利を留保します。

本保証は当該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製品には適用されません。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。

お客様の製品がご使用になれない場合、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



このページは空白
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