
ユーザーズガイド
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安全にお使いいただくために

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。

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。

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

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

警 告

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

注 意

絵表示
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・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。
・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。

・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。

警　告

・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、通常の仕様以上に長時間水
に濡らす、火に近づける、高温多湿、直射日光のあ
たる場所や誇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。

注　意
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梱包品の確認
※最初に製品がそろっている事をご確認ください。

製品本体 x 1 クイックスタートガイド×1
クイックスタートガイド
（英語版）×1

イヤーチップ×3ペア イヤーフック×3ペア

USB充電ケーブル×1 ポーチ×1
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各部の名称

LEDインジケーター

リセットボタン

充電ケース本体

充電用USBポート

マイク

マルチ
ファンクション
タッチセンサー

LED
インジケーター
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電源を入れる
ご使用になる前に、本体を充電してペアリングと再生に充
分なバッテリー残量があることをご確認ください。

充分なバッテリー残量が確保できたら、イヤホン本体を充
電ケースから取り出します。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。

イヤホン本体の電源が切れているときは、左右のイヤホ
ンのマルチファンクションタッチセンサーを軽く押すと、
"Power on"という音声案内が流れて電源が入ります。
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電源を切る

イヤホン本体の電源を切るには、マルチファンクション
タッチセンサーを5秒間長押しします。"ポンポン"という音
が聞こえたら指を離します。その後"Power off"という音
声案内が流れ電源が切れます。電源が切れる際にオレン
ジのインジケーターが1秒間点灯します。

充電ケース本体に充分なバッテリー残量がある場合は、イ
ヤホンは充電ケースに収めると自動的に電源が切れます。
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ペアリングする
お手持ちのスマートフォンなど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。

①本体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（スマートフォンなど）にあるBluetooth
設定画面を開き「Falcon ANC」が画面に表示されて
いることを確認し、選択してください。
③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。

■本体を初めてご使用になる場合
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①本体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。
②すでにペアリングされた機器のBluetooth設定画面か
ら、「Falcon ANC」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（スマートフォンなど）にあるBluetooth
設定画面を開き「Falcon ANC」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「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
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マルチファンクションタッチセンサーの使い方

マルチファンクション
タッチセンサーを
タップします

対応する
動作 機　能 L

再生する

一時停止する

次の曲を
再生する

再生中の曲の
先頭に戻る／
1つ前の曲に
戻る

1回タップ

1回タップ

─

─

R

2回タップ

3回タップ

音楽を
聴く

電話を受ける

通話を終了する

応答を拒否する

1回タップ

1回タップ

1秒間押したままにして、離す

電話を
受ける
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対応する
動作 機　能 L

有効にする

音量を上げる

音量を下げる

2秒間押した
ままにして、

"ポン"という音が
鳴ったら離す

3回タップ

2回タップ

R

─

─

─

Siriを
使う

ボリューム
調整

外音取り込み
（ヒアスルー）を
有効にする

アクティブノイズ
キャンセリング
（ANC）の
ON/OFF

─

─

2秒間押した
ままにして、

"ポン"という音が
鳴ったら離す

2秒間押した
ままにして、

"ポン"という音が
鳴ったら離す



11

リセットボタンの使い方
ペアリングがうまくいかないとき、動作が不安定なとき
は、リセットをお試しください。操作する際には、充電ケー
スに本体をペアでセットした状態でリセットボタンを押し
てください。

ケースのバッテリー残量を表示します。

ケースのバッテリー残量確認 １回押す

両方のイヤホンをケースに入れている状態で接
続機器とペアリングします。

ペアリング 2回押す

イヤホン本体のオレンジLEDが白に変わるまで
8秒間押し続けると設定がリセットされます。

完全リセット 8秒長押し
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外音コントロール 待機状態または音楽再生時

本体の電源が入ると同時に"Noise canceling on"
という音声案内が聞こえ、アクティブノイズキャンセ
ルがオンになります。

右のタッチセンサーを2秒間長押しすると"ポン"とい
う音がして、離すと”Ambient Mode”という音声案
内が聞こえ、外音取り込み機能が有効になります。

アクティブノイズキャンセル（ANC） 電源ON

外音取り込み機能 右２秒長押し

その後、再度2秒間押してANCをオフにすると、「Noise 
canceling off」という音声案内が聞こえます。
つまり、右のマルチファンクションボタンを押すたびに 「 
ANCオン → 外音取り込み機能オン → ANC＆外音取り
込みオフ 」 の順番に切り替わります。

※ご注意 ： アクティブノイズキャンセル（ANC）は、両方の
イヤホンを同時に使用している場合のみ有効です。

外音コントロールオフ さらに 右２秒長押し

右２秒
長押しで
切り替え
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LED表示の見方

電源オン

待機中

ペアリング
モード

リセット

電源オフ

充電中

充電完了

バッテリー
残量低下

対応する動作

白とオレンジのLEDが1秒間点灯

白が5秒ごとに2回点滅

白とオレンジが交互に点滅

白が高速点滅→白とオレンジが点
滅→リセット完了

オレンジが1秒間点灯

オレンジが点灯

消灯

オレンジが1秒ごとに2回点滅

LED



14

充電する

充電ケースのUSBポートに付属の充電ケーブルの
USB-Cコネクタを接続し、USB(A)コネクタをUSB充電
アダプター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ーが点滅します。
LEDが4つ点灯すると、充電完了です。電池残量に応じ
LEDの点灯数が減少します。

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

■充電方法

USB充電アダプター
（付属しません）

USB充電用
ケーブル 充電ケース
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困ったときは

・充電ケースと本体の充電を行ってください。
・本体を充電ケースに戻し、5秒後に再び取り出してくだ
さい。

●電源が入らない

・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接続をオフにしてください。
・再生する機器のBluetoothデバイスメニューから”
NOBLE Falcon ANC”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 Falcon ANC”のデバイス情報を削除して、
再ペアリングしてください。

●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、その機器の
Bluetooth接続機能をオフにするか、ペアリング済み
の”NOBLE Falcon ANC”を削除してください。
・本体を充電ケースに戻し、RESETボタンを2回押してく
ださい。

●ペアリングモードに入らない

・タップセンサーで音量の調節を行ってください。
・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。

●音が小さすぎる/大きすぎる

・本体を充電ケースに戻し、5秒後に再び取り出してくだ
さい。

●片側の音が出ない/出なくなった
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仕様

チップセット

ドライバー

再生周波数帯域

マイク

Bluetooth
仕様
Bluetooth
プロファイル

対応コーデック

電源

連続再生時間
（最大）
連続通話時間
（最大）

充電時間

使用温度範囲
摂氏

耐水性能

付属品

Qualcomm QCC3056 
(TrueWireless Mirroring)
10mm径 Dual-Layered 
Titanium Driver

20Hz - 42kHz

指向性マイク（aptX Voice、通話時
cVcノイズキャンセリング対応）
Version 5.2 / Class2 / 
マルチペアリング対応

A2DP/AVRCP/HSP/HFP

SBC/AAC/aptX/aptX Adaptive

本体 ： DC3.7V 50mAhリチウム
 ポリマー充電池（内蔵式）
充電ケース ：
 DC3.7V 500mAhリチウム
 ポリマー充電池（内蔵式）
6時間（最大音量時） / 
8.5時間（60%音量時）

4時間（70%音量時）

イヤホン約2時間 / 
充電ケース約70分
マイナス10度～60度
（結露なきこと）

IPX4

充電ケース、ポーチ、
イヤーピース（ウレタン製：S/M/L）、
USBケーブル、
クイックスタートガイド




