ユーザーズガイド

Product Overview

Thanks for purchasing NOBLE’s Falcon Bluetooth 5.0 True Wireless Earbuds. Please carefully read this instruction manual
before using your new Falcon earbuds.

Packing List

Charging case

Multifunction
button (MFB)

LED light
Charging port

Noble Falcon earbuds x 1 pairs
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Instruction Manual x 1

Ear tips x 3

USB charging cable x 1

Earbuds LED light

Microphone

Storage bag x1
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Power On

Power Off

To turn off the earbuds, press the MFB button for 3 seconds until you hear a “beep” sound twice.
The earbuds will power on automatically when removed from the charging case, if the charging case has a sufficient charge.
(The white indicator light will blink for one second to indicate that the earbuds are in a “power on” state.)

To manually turn the earbuds on, press the MFB button lightly to boot up.
If the charging case has a sufficient charge, the earbuds will automatically turn off when placed in the charging case.
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How to Pair

Button Operation

Model
NOBLE Falcon_L/R

NOBLE Falcon_L/R

MUSIC

Pairing Procedure
The first time you use your earbuds with your smartphone, you will need to pair them with your smartphone. Once paired, they will connect automatically each time they are booted up.
Pairing
1.Remove your two earbuds from the charging case. They will power on automatically, and will enter pairing mode, with orange and white indicator lights flashing alternately.
2.Enable Bluetooth on your smartphone, and search for “NOBLE Falcon_L/R” in available Bluetooth devices. Once found, click “NOBLE Falcon_L/R” to initiate the pairing.
3.After pairing, the connection interface of the second earbud should appear on your smartphone. Click it to confirm and all settings will be completed.
Pairing a new device
1. Remove your two earbuds from the charging case. They will power on automatically and connect to your current device.
2.Disconnect the earbuds from your last connected smartphone by “disconnecting” or “forgetting” or deleting “NOBLE Falcon_L/R” from your smartphone’s Bluetooth device list.
3.Once disconnected, the earbuds will automatically enter pairing mode, with orange and white indicator lights flashing alternately.
4.Enable Bluetooth on your new device, and search for “NOBLE Falcon_L/R” in available Bluetooth devices. Once found, click “NOBLE Falcon_L/R” to initiate the pairing.
5.After pairing, the connection interface of the second earbud should appear on your smartphone. Click it to confirm and all settings will be completed.
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Briefly press the MFB button
Phone

Siri

Volume

Function

L

R

Play

Single Click

Pause

Single Click

Next Track

-

Previous Track

-

Double Click
Three Click

Answer Call

Single Click

Hang Up

Single Click or Put in Charging Case

Reject Call

Press 1 Second

Enable

Press 1 Second

Disable

Press 1 Second

Up +

Double Click

-

Down -

Three Click

-
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Charging

Declarations and Warning

Battery Indicator：

· Declarations and Warnings Disconnect previous devices before pairing a new device.
· WARNING!
Long-term exposure to high noise volumes may cause permanent hearing loss.
· Do not use the NOBLE Falcon earbuds in locations prohibiting the use of electronic equipment.
· Consult your physician prior to using your NOBLE Falcon earbuds if you have a pacemaker or other electrical medical device.
· This package contains small parts, which may pose a hazard to small children.
Do not disassemble the NOBLE Falcon as it contains lithium batteries, and disassembly could result in electric shock or fire or serious injury.
· Any disassembly of the NOBLE Falcon, or attempt to replace or repair the NOBLE Falcon by an unauthorized person, will void the NOBLE Falcon’s warranty.
· This product is not designed for use in water, keep product away from water and liquids. Failure to do so may cause permanent damage to the product.

Case Charging
Charging
Fully Charged
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White LED ON
All LED On

Earbuds Charging
Charging
Fully Charged

Orange LED ON
Orange LED Off
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この度は、本製品をお買い上げいただき誠に有り難うございます。
本製品をご利用になる前に、本紙に必ず目を通していただきますようお願いいたします。

安全にお使いいただくために
この「ユーザーズガイド」には、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害や損害を未然に防止するための注意事項を、危害や損害の大きさと、切迫程度を明示するために、誤った取り
扱いにより生じる事が想定される内容を次のように区分して表示しています.。

警告
・車両の運転操作や、エアバッグなどの運転補助装置の妨げにならない場所に設置し
絶対に運転中に取り扱わないでください。
・車両運転中の携帯電話の使用は法律で禁止されています。ハンズフリー自動応答が
設定できない場合には、必ず安全な位置に乗り物を停車させてからご使用ください。
・運行に必要な外部の音が聞こえない場合は、使用しないでください。
交通事故の原因となります。

警告

人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています

・踏切／駅のホーム／道路／工事現場など、周囲の音が聞こえないと危険が生じる場所
では使用しないでください。交通事故の原因となります。
・本製品にはリチウムイオン電池が内蔵されています。炎天下の車のダッシュボードや
窓辺など、高温になる場所に本製品を設置しないでください。

注意

人が損害を負う可能性、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています

・小さな部品があります。いたずらや誤飲などを避けるため、子供や乳幼児の手の
届かない場所に保管してください。

注意
・音量を上げすぎないでください。耳を刺激するような大きな音量で長時間ご利用に
なると、聴力に悪影響を与えることがあります。
・本製品は防水ですが、通常の使用以上に長時間水に濡らす、火に近づける、高温多湿、
直射日光の当たる場所やほこりの多い場所に本製品を設置しないでください。故障の
原因となります。
・投げたり、衝撃を与えないでください。事故や故障の原因となります。
・充電ケースからUSB充電ケーブルを抜くときは、必ずケーブルのコネクタ部分を持って
抜いてください。ケーブルを引っ張ると断線し、故障の原因となります。
・汚れは、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。シンナー／ベンジン／アルコール
などは使用しないでください。

絵表示
この記号は「してはいけないこと」の内容を告げるものです
この記号は「しなければならないこと」の内容を告げるものです

JP
2

10

11 JP3

梱包品の確認

各部の名称

※最初に製品がそろっている事をご確認ください

充電ケース本体

製品本体 x 1
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ユーザーズガイド(本紙）x 1

イヤーチップ

x3

USB充電ケーブル x 1

ポーチ

x1

LEDインジケーター
マルチファンクション
ボタン

LEDインジケーター
充電用USBポート

通話用マイク
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電源を入れる

電源を切る

ケースから本体を取り出すと、本体は自動的に電源がオンになります。
本体の白とオレンジのLEDインジケーターが1秒間点灯し、本体の電源が入った事をお知らせします。
本体を充電ケースに戻すと、本体は充電のために電源が自動的にオフになります。本体の充電中は、本体のLEDインジケーターがオレンジで点灯します。充電が完了すると、LEDインジケーターが消灯します。
※充電ケース内のバッテリーが空になると、本体の電源が自動的にオン/オフしなくなります。また本体への充電が出来なくなります。
その場合は充電ケースのバッテリーへ充電を行ってください。

本体の白いLEDインジケーターが点灯しない場合、本体の電源がオフになっています。
マルチファンクションボタンを押して、電源を入れてください。
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マルチファンクションボタンを3秒間押すことで、電源を切る事が出来ます。
（電源が切れる際に、通知音が2回聞こえます）
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ペアリングする

マルチファンクションボタンの使い方

お手持ちのスマートフォン等の機器と初めて接続する際は、ペアリングを行う必要があります。
ペアリングが完了すると、次回から電源をオンにするだけで自動的に接続されますので、再度ペアリングを行う必要はありません。
対応する動作

NOBLE Falcon_L/R

NOBLE Falcon_L/R

本機を初めてご使用になる場合

音楽を聴く

③接続する機器の画面で本機「NOBLE Falcon̲L/R」または「Bluetoothペアリングの要求」が表示されたら「ペア設定する」を選択します。その後、接続する機器の画面で「接続」と表示されたらペアリングは完了です。

ペアリングをやり直す場合
①本機を充電ケースから取り外します。この際、すでにペアリングされた機器がお手元にある場合、その機器と自動的に再接続します。

電話を受ける

Siriを使う

②すでにペアリングされた機器のBluetooth設定画面から、
「NOBLE Falcon̲L/R」を削除すると、本機は自動的に再びペアリングモードへと移行し、本体に内蔵されたオレンジと白のLEDインジケー
ターが交互に点滅を開始します。
③接続する機器（スマートフォン等）
にあるBluetooth設定画面を開き「NOBLE Falcon̲L/R」が画面に表示されている事を確認し、選択してください。
④接続する機器の画面で本機「NOBLE Falcon̲L/R」または「Bluetoothペアリングの要求」が表示されたら「ペア設定する」を選択します。その後、接続する機器の画面で「接続」と表示されたらペアリングは完了です。
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再生する

1回押す

一次停止する

1回押す

次の曲を再生する

2回押す

再生中の曲の先頭に戻る
／1つ前の曲に戻る

マルチファンクションボタンを
短く押します

①本機を充電ケースから取り外します。本体の電源が自動的にオンになった後、自動的にペアリングモードへ移行します。 この際、本体に内蔵されたオレンジと白のLEDインジケーターが交互に点滅を開始します。
②接続する機器（スマートフォン等）
にあるBluetooth設定画面を開き「NOBLE Falcon̲L/R」が画面に表示されている事を確認し、選択してください。

機能

ボリュームを
調整する

3回押す

電話をうける

1回押す

通話を終了する

左右どちらか 1回押す

応答を拒否する

1秒間押す

有効にする

1秒間押す

無効にする

1秒間押す

音量を上げる

2回押す

音量を下げる

3回押す
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LED表示の見方

充電する
充電方法

対応する動作
電源オン

親機

子機
白とオレンジが1秒同時点灯

動作中
ペアリングモード

白とオレンジが交互に点滅

白が7秒毎に1回点滅
白が点滅

白が5秒毎に3回点滅

通話中

白が3秒毎に1回点滅

白が5秒毎に3回点滅

充電完了
バッテリー残量低下
リセット
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白が5秒毎に3回点滅

着信時

充電中
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LEDが４つ点灯すると、充電完了です。また、電池残量に応じLEDの点灯数が減少します。

白が5秒毎に3回点滅

音楽再生中

電源オフ

充電ケースのUSBポートに付属の充電用ケーブルのUSB-Cコネクタを接続し、USB(A)コネクタをUSB充電アダプタなどに接続するとケースの充電が開始されます。
充電中はバッテリーインジケータが点滅します。

バッテリーインジケーター
USB充電アダプタ
(付属しません）

USB充電用ケーブル
充電ケース

オレンジが1秒点灯
オレンジが点灯

充電ケース内バッテリーインジケーターは残容量に応じて以下のように表示されます

消灯
オレンジが点灯、白が5秒毎に3回点滅
白が高速で点滅
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困ったときは
電源が入らない
・充電ケースと本体の充電を行ってください

ー 動作が異常と感じられる時はリセットをお試しください ー
リセット方法
①本体を充電ケースに入れて、左右両方のマルチファンクションボタンを同時に押したまま10秒待つ

②本体を充電ケースから取り出と左右両方のLEDが白で高速点滅するので、
どちらも消灯するまで待つ

・左右それぞれの本体でマルチファンクションボタンを押して、"パワーオン"のアナウンスが出ることを確認してください
再生する機器と接続されない/音が出ない
・他の機器とすでに接続している場合は、
まずその機器のBluetooth接続をオフしてください
・再生する機器のBluetoothデバイスメニューから"NOBLE Falcon̲L/R"を選択してください
・それでも接続できない場合は、再生する機器から"NOBLE Falcon̲L/R"のデバイス情報を削除して、再ペアリングしてください

インターネットによるお問い合わせ
製品に関するお問い合わせは以下のサイトからお問い合わせいただけます。
https://nobleaudio.jp/support/tws
スマートフォン等をご利用の方は、右のQRコードを撮影する事で、サポートサイトをご覧頂けます。

ペアリングモードに入らない
・他の機器とすでに接続している場合は、
まずその機器のBluetooth接続をオフしてください

電話によるお問い合わせ

・電源オンしていることを確認して、マルチファンクションボタンを2回押してください
音が小さすぎる/大きすぎる
・マルチファンクションボタンで音量の調節をおこなってください
・再生機器によっては再生機器側に独立した音量調節があります。その場合は本体と両方の音量を適切に調整してください
片側の音が出ない/出なくなった
・本体の電源がオンしていることを確認してください
・本体の電源を入れ直すか、一度充電ケースに戻して5秒後取り出してください
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0570-057067
受付時間：土日祝日を除く、午前11時から午後5時
※臨時にお休みをいただく場合があります。
また、電話でのお問い合わせは大変混雑している場合がありますので、その場合はインターネットによるお問い合わせをお願いいたします。
※お間違いのないよう、番号をよくご確認のうえおかけください。
※弊社ではお客様からのご相談の内容を正しく把握し、正確にご回答するため、通話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
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製品保証書

仕様

製品仕様
チップセット

Qualcomm QCC3020 (TWS Plus対応）

ドライバー

φ6mm Dual-layered Carbon Driver (D.L.C)

再生周波数帯域

20 Hz - 20,000 Hz

マイク

全指向性 / クアルコムCVC8.0ノイズキャンセリング搭載

Bluetooth仕様

Verson5.0 / Class2 / マルチペアリング対応

Bluetoothプロファイル

A2DP，
AVRCP，
HSP，
HFP

対応コーデック

SBC，
AAC，
aptX

電源

本体: DC3.7V 60mAhリチウムポリマー充電池(内蔵式)

この製品保証書は、株式会社エミライが定める製品保証規定に基づき、購入後、1年間にわたり製品本体の無償修理をお約束するものです。
保証期間中、故障が発生した場合、お買い上げの販売店または弊社指定の受付窓口にご依頼ください。保証内容の詳細は本紙下部の
インターネットアドレスからご確認いただけます。

お買い上げ日：

製品名(型番)：

年

月

日

NOBLE Falcon

販売店(住所/店名/電話番号)：

充電ケース: DC3.7V 400mAhリチウムポリマー充電池(内蔵式)
連続再生時間
（最大）

5 .5時間
（最大音量時）/ 10時間
（70%音量時）

連続通話時間
（最大）

6時間
（最大音量時）/ 12時間
（70%音量時）

充電時間

約2時間

使用温度範囲

摂氏マイナス20度〜60度 （結露なきこと）

耐水性能

IPX7

付属品

充電ケース, ポーチ,イヤーピース(ePro製: S/M/L)

保証内容の詳細：http://www.emilai.co.jp/warranty/
お問い合わせ先ならびに販売元：株式会社エミライ 0570-057067（ナビダイアル）

USBケーブル, ユーザーズガイド
（本紙）
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紛失あんしん保証サービスのご案内
紛失あんしん保証サービスとは？
・紛失安心保証サービスとは、本製品をお客様がご利用の際に、片耳のイヤホンを紛失した際に、紛失したイヤホンをお得な価格でご提供するものです。
・本サービスは、商品ご購入後に購入できるサービスです。
・サービスだけの単品購入はできません。
・製造終了品品については、本サービスを適用できない場合があります。あらかじめご了承ください。

ー 紛失安心保証サービスの利用をお考えの方へ ー
サービスの詳細およびご利用方法
以下のインターネットサイトから、本サービスの詳細およびご利用方法をご確認いただけます。

https://nobleaudio.jp/support/tws-ansin
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