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■ ヘッドセット本体 ■音楽再生関連同梱物︓

A. ヘッドセットCall 03本体 x 1個

B. 取扱説明書（本書） x 1枚

C. 充電用アダプター x 1個

D. 充電用ケーブル x 1個

■ 充電アダプター

装着方法:

フック部を耳に掛け 、イヤーピース部を耳穴に合わせます。

本製品の先端部が口の方向を向くように角度を調整します。

＊フックは可動式です。右耳、左耳、どちらでも装着できます。

LED 

機能ボタン(タッチセンサー式)

*イヤホン部からガイダンス音声（英語）が聞こえます。耳に装着してか
ら操作してください。

【重要】本製品を利用開始するには、最初にBluetoothデバイス（スマ
ートフォンなど）との接続設定「ペアリング」が必要です。

本製品を使用中、LEDが赤色点滅したら、充電を行ってください。
満充電に要する時間は約1.5時間です。充電が完了するとLEDが
青色点灯します。

Q1. 接続できません。
本製品は一度ペアリングを済ませると、次回の電源オン時は、自動で最
後に接続していた機器を探して、自動的に接続する仕様になっています。 
A1. 自動で接続しない場合は、デバイスのBluetooth機器リストから本
製品を選択してください。それでも接続ができない場合は、ペアリング履
歴を消去し、ペアリング設定を再度行うと解決する場合があります。

Q2. ペアリング時の「パスワード」は︖
A2. 稀ですが、デバイスによってはペアリングの時にパスワードの入力を必
要とします。このような際は「0000」（ゼロを4つ）を入力してください。
(上手く行かない時は、「8888」「1111」「1234」もお試しください)

Q3. 自動的に電源がオフになります。
A3. 電源オン時でデバイスとの無接続状態が約10分続くと、自動的に
本製品の電源がオフになります。バッテリー残量が無くなった際も、自動
的に電源がオフになります。

Q4. 音声は聞こえますが、操作ができません。
A4. スマホなど接続機器のBluetooth機能をオフにした後、再度オンに
して再接続してみてください。それでも正常に操作できない場合は、本製
品の電源をオフ→オンをお試しください。

上記の方法で解決しない場合は、本機をリセットした後、再度ペアリング
を行ってください。

RHYTHMATIC ENTERPRISE Co.,LTD.は、お客様の製品購入日
から1年間（または外箱に記載の保証期間）、製品が正常に利用でき
ることを保証します。（本体のみ。付属品は除く）

保証期間中、製品本体（付属品を除く）に不具合が生じた場合、
3eeの判断により、送料も含め無償にて製品の修理または交換を行い
ます。
製品の交換や修理を実施した場合も、保証期間は延長されません。

免責事項
以下のケースでは保証致しかねます︓

1. 事故、不適切な使用、不注意や乱暴な取り扱い、必要なメンテナ
    ンスを怠った結果による故障および損傷。
2. 配送中の故障および損傷。（運送業者に補償請求してください）
3. 使用に伴うキズや経時変化による変色など、表面の劣化。
4. 取扱説明通りに操作しなかったことによる故障や損傷。
5. 3eeが認定したサービスセンター以外の者が修理やメンテナンスを行
    うことによる故障や損傷。
6. 消耗品の劣化。（内蔵バッテリー、イヤーパッド、イヤーチップは消耗
    品です。また、本体を除く付属品は保証対象外です）

重要なお知らせ　（電波の混雑による音途切れの発生）

本製品はワイヤレス接続規格として幅広く普及している「Bluetooth」を
使用しています。ほとんどのスマートフォンと接続が可能な反面、混雑した
電車、繁華街などでは、利用者が多いために混信が生じ、音途切れが
発生する場合があります。また、Bluetoothが利用する2.4GHz帯の
電波は、他の様々な機器や規格も利用していて、混雑していない場所
でも電波妨害を受けて音が途切れるケースがあります。
製品の不良ではりませんので、ご了承のほど、よろしくお願いします。

Bluetooth®

「Bluetooth®」の名称とロゴは、Bluetooth SIGの登録商標で、
RHYTHMATIC ENTERPRISE Co.,LTD.がライセンス契約と許可に
基づき表示しています。
その他の会社名、製品名、機能名、サービス名等は、各社の登録商標
です。

警告︕

本製品は付属の充電アダプターとUSBケーブルのみで充電でき、それ以
外の場合は、発熱や発火の恐れがあります。 
機器を使用する際は、お子様をしっかり見守ってください。

潜在的なリスクを回避し、製品を保護するため、10℃以下または
45 ℃以上の温度環境で充電しないでください。

製品に関するお問い合わせ : 3eeサポートセンター︓support@3ee.fun

3. USBケーブルを充電器（AC/DCアダプター USB Type-A/5V）
    に接続します。

充電器以外にも、PCなど電子機器のUSB端子、モバイルバッテリー、
カーチャージャー（自動車のUSB端子またはアダプター）などが利用で
きます。

お知らせ

1. 本製品の電源がオンの状態で充電を開始すると、自動で電源がオフ
    になり、充電状態になります。充電しながらの使用はできません。
2. 内蔵バッテリーは繰り返し充電が可能ですが、徐々に容量が減少し
    ます。これは全ての充電池に共通する「サイクル劣化」と呼ばれる現
    象です。予めご了承ください。
3. 充電は周囲の温度が１0℃以上～45 ℃以下の環境で行ってくだ
    さい。
4. 長時間使用しない場合は満充電し、湿度の低い涼しい場所で保
    管してください。
5. 過放電によるバッテリーの劣化を防ぐため、2ヶ月毎を目安に満充電
    してください。

1. 付属の充電アダプターに、付属のUSBケーブル（USB Type-A/ 
    USB Type-C）を接続します。

2. 充電アダプターにヘッドセットを取り付けます。（磁石で吸着します）

充電方法

■LED表示

電源オン時

電源オフ時

ペアリングモード時

接続済み時

通話時/音楽再生時

充電中

満充電

バッテリー残量の低下

青色2回点滅

赤色2回点滅

青赤交互点滅

青フラッシュ（10秒毎）

赤点灯

青点灯

赤点滅

電源オン

電源オフ

ペアリング開始

ペアリング完了

接続完了

接続解除

マイク集音停止

マイクミュート解除

バッテリー残量低下（要充電）

Power on <パワー・オン>

Power off <パワー・オフ>

Pairing <ペアリング>

Paired  <ペアード>

Your headset is connected 

<ユア・ヘッドセット・イズ・コネクテッド>

Your headset is disconnected 

<ユア・ヘッドセット・イズ・ディスコネクテッド>

Mute on　<ミュート・オン>

Mute off　<ミュート・オフ>

Battery Low<バッテリー・ロー>

1    電源オフ時、「機能ボタン」を3秒以上タッチすると「パワーオン」のガ
イダンス音声が聞こえて電源がオンになり、続いて「ペアリング」のガイダン
ス音声が聞こえます。(LEDが赤・青交互点滅してお知らせ)

2    接続したいスマートフォン等のBluetooth設定画面で、リストから 
“Call 03”を見つけて選択します。ペアリングが成功すると、「ペアード」、
続けて「ユア・ヘッドセット・イズ・コネクテッド」<接続完了>のガイダンス
音声が聞こえます。(LEDが約10秒間隔で青色点滅します)

本製品は同時に2つのデバイスと接続することができます。個人用電話と
仕事用電話のような2台持ちをする場合に便利です。

A. 「3」の要領で最初のスマートフォンとペアリングを済ませた後、一度、
    そのスマートフォンのBluetooth機能をオフにします。
B. 次のスマートフォンを準備し、ペアリングするために、上記「3」の手順
    を行います。
C. 最初のスマートフォンのBluetooth機能をオンに戻し、接続リストから
    “Call 03”を選択すると、2台のデバイスとの接続は完了です。

* ヒント︓

“Call 03”から音楽の再生音が聞こえない、あるいは通話ができない場
合、または操作が正常にできない場合は、上記の手順   と   を再度行
ってください。

ヒント︓

2つのデバイスで音楽を再生し、本機で同時に聞くことはできません。どち
らか一方を選択することになります。他方のデバイスから音楽を聞きたい
場合は、再生しているデバイスの音楽を停止し、再度再生操作を行って
ください。

[お知らせ]

仕様表に記載の再生および通話時間は、連続使用した場合における
最長時間の目安です。
実際の再生および通話できる時間は、組み合わせて使用するデバイス、
コーデック、音量、操作回数などによって異なります。

電源　オン
ペアリング

電源　オフ

電源オフ時、「機能ボタン」を3秒以上タッチすると「パワーオ
ン」のガイダンス音声が聞こえ、電源がオンになります。続い
て「ペアリング」のガイダンス音声が聞こえます。（ペアリング
済みの場合は、その後自動的に接続が完了し、「ユア・ヘッ
ドセット・イズ・コネクテッド」<接続完了>のガイダンス音声
が聞こえます。）

「機能ボタン」を素早く2回タッチする

電源オン時、「機能ボタン」を5秒間以上タッチすると、パワ
ーオフ」のガイダンス音声が聞こえ、電源がオフになります。

受話
受話拒否
電話を切る

「機能ボタン」を短く1回押す (着信時) 
「機能ボタン」を1～2秒長押し  (着信時)
「機能ボタン」を短く1回押す(通話時)

機能 操作方法

充電用接点

USB　Type-C 端子付属USBケーブル

音量 + ボタン

音量 - ボタン
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(「機能ボタン」はタッチセンサー式)

この度は3ee 製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。

本製品を安全かつ末永くご利用いただくため、ご使用前に必ずこの取扱説明書を
お読みください。また、いつでも参照できるよう、大切に保管して下さい。

（詳細はhttps://3ee.funをご覧下さい）

Call 03
取扱説明書

音楽 再生/ 停止

通話中の着信

通話中に新たな着信があった場合、「機能ボタン」を短く1回
押すと、それまでの通話を切断して新しい通話が開始します。
短く2回押すと、それまでの通話を保留したまま、新しい通話
が開始します。(この状態で短く2回押すと、2つの通話を切
り替えることができます。)

次スキップ
前にスキップ

音楽再生中に「音量+」ボタンを1秒以上長押し
音楽再生中に「音量-」ボタンを1秒以上長押し

■そのほか

ペアリング履歴の消去
（工場出荷状態に

リセット）

ペアリング待機状態で、「機能ボタン」と「音量-」ボタンを同時
に、「ブー・ブー」というアラーム音が聞こえるまで押し続けます。
（約8秒長押し）

スピーカー切替 通話中、「機能ボタン」を1～2秒長押しすると、音声は、ス
マートフォン本体のスピーカー、ヘッドセット間で切替できます。

リダイヤル 「機能ボタン」を素早く3回タッチする（最後にかけた電話番
号に発信）

■音声ガイダンス

本製品の状態 音声ガイダンス（英語）

本製品の状態 LED 表示

Bluetoothバージョン

Bluetooth チップセット

最大通信距離

Bluetooth プロトコル

オーディオコーデック

バッテリー容量

充電時間

待機時間

 通話・再生時間

ヘッドセット重量

5.0

クアルコム　QCC3020

10 m

HSP, HFP, AVRCP, A2DP

SBC/AAC

60 mAh

約1.5時間

約50時間

約5時間 

約9.2g

マイク　ミュート・オン
マイク　ミュート・オフ

通話中に「音量-」ボタンを2秒長押しするとマイクが集音を
停止します。ミュート状態で「音量+」ボタンを2秒長押しす
るとミュートを解除します。

音量調整
「音量+」ボタンを押すと音量が大きく、「音量-」ボタンを押
すと小さくなります。音量が最大設定の時にさらに「音量+」
ボタンを押すと、「ピ―」というアラーム音でお知らせします。

ボイスアシスタント
「機能ボタン」を約2秒長タッチし続けると、「ピッ」というアラー
ム音が聞こえ、スマートフォンのボイスアシスタント機能が起
動します。

Bluetoothペアリングモードの開始方法

電源オフ時，3秒以上タッチすると「パワーオン」のガイダンス音声が聞
こえて電源がオンになり、続いて「ペアリング」のガイダンス音声が聞こえ
ます。(LEDが赤・青交互点滅してお知らせ)

デバイスの接続設定

Bluetooth設定画面で、リストから “Call 03”を見つけて選択します。

21 接続

1m以内

ペアリン

例:モバイルバッテリーと接続 例: PCと接続


