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ようこそ
JAYBIRD RUN
TRUE WIRELESS SPORT HEADPHONES

セキュア + 快適フィット 全ての耳のサイズにフィットする、交換可能なチップとフィン

防汗 + 耐水

1回の充電で4時間の再生時間 + 同梱の充電ケースでさらに8時間

カスタムサウンド 低音域から高音域まで自由に調節＆通話も可能
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BLUETOOTH® – 接続のヒント
右側のJaybird RUNイヤホンがマスター（メイ
ン）イヤホンになります。 右イヤホンをオーデ
ィオデバイスおよび左イヤホンにペアリングして
接続します。

Bluetoothパフォーマンスを最適化するには、右
イヤホンとオーディオデバイス間の距離を短くし
ます。 たとえば、オーディオデバイスを右ポケ
ットに入れたり、アームバンドを使って走る時は
右腕に付けたりします。

理想的なデバイスの
装着位置

右イヤホン 左イヤホン
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製品概要

イヤーフィン

ステータス
LED

イヤーチップ

マイク

オープンボタン / 
充電ケースバッテリー

ステータスLED

充電ステータスLED
左イヤホン

充電ステータスLED
右イヤホン

マルチファンクション
ボタン
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パッケージ内容
キャリー / 
アクセサリーポーチ

イヤホン（イヤ
ーチップとフィ
ンが装着済み）

充電ケース

イヤーフィン4組

楕円形シリコン イヤーチップ2組

USB充電ケーブル

アクセサリーはオンラインで購入することもできます 
（jaybirdsport.com）

丸型シリコン イヤーチップ2組
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フィット
様々な組み合わせのイヤーチップとフィンをお試しください。 正しく選択すること
で、素晴らしいサウンドとセキュアで快適な装着感が得られ、イヤホンを着けている
ことを忘れてしまうでしょう。

チップの角度を変えて
最善の装着感を得る



8

Jaybird Runをフル充電すると、4時間再生することができます。 
充電ケースを使用すると、フル充電2回分、または8時間の再生時間が得られます。

イヤホンを充電する

イヤホンは、充電ケースに入れて蓋を閉じるとす
ぐに充電を開始します。 電源に接続されていない
時は、左右のLEDが充電ステータスを約10秒間示
します。

     LEDが緑で点滅 = 充電中
     LEDが緑で点灯 = フル充電済み

5分の充電で1時間の再生が可能です。
電池残量が少ない状態からのフル充電には最大2時
間かかることがあります。

充電 – イヤホン
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充電 – 充電ケース
充電ケースを充電するには、同梱のUSBケーブルを使ってUSB電源に接続します。
 
充電ケース中央のLEDが、ケースとイヤホンの充電ステータスを示します。

     LEDが緑で点滅 = 充電中
     LEDが緑で点灯 = フル充電済み

充電ケースの充電量が少なくなると、蓋を開い
た時または閉じた時に、LEDが約10秒間赤で点
灯します。

フル充電2回分、または8時間の再生時間が得ら
れます。

充電ケース 
ステータスLED
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コントロール – オン/オフ
イヤホンを充電ケースから外すと自動的にオンになり、充電ケース
に入っている間はオフになります。

ケースに入っていない時は、30分間使用しないとイヤホンは自動的
にオフになります。

イヤホンのオン/オフを手動で行うこともできます。 
オフ –  左または右ボタンを3秒間押すと、両方のイヤホンがオフに

なります。

オン – 各イヤホンを1回ずつ、3秒間押すとオンになります。

電源オン – LEDが緑で約2.5秒間点灯します
電源オフ – LEDが1.5秒間赤で点灯します
ペアリング –  ペアリングモードではLEDが緑で連続的

に点滅し、音楽デバイスに接続するか、
またはタイムアウト（5分）に達するとオ
フになります
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コントロール – 音楽と通話

左イヤホン

SIRIまたはGOOGLE 
ASSISTANTを起動

再生/一時停止
受話/終話

前にスキップ
コールを拒否

*Jaybirdアプリ内で1回押す機能をカスタマイズすることができます。

右イヤホン

1回押す*

2回押す
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コントロール – ペアリング

1 2 3
マルチファンクショ
ンボタンを3秒間押
して、右イヤホンを
オフにします。

マルチファンクショ
ンボタンを6秒間押
して、ペアリングモ
ードに入ります。

デバイスの
Bluetooth設定
に進み、Jaybird 
Runを選びます。

JAYBIRD RUN

別のデバイスにペアリングするには、以下の手順に従います。

3秒押す 6秒押す
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JAYBIRDアプリ

DISCOVER MORE PRESETS

Jaybird Run

Jaybirdアプリによって、イヤホンのサウンドプロファイル
をカスタマイズすることができます。

新しいサウンド設定はイヤホンに直接保存されるため、あ
らゆる場所で、どのデバイスでも好みに合わせてカスタマ
イズされたサウンドを再生することができます。
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Jaybird Run

JAYBIRDアプリ

注： Jaybirdアプリは
Jaybird Run、X3およ
びFreedomで動作しま
す。他のメーカー製イヤ
ホンや、以前のJaybird
イヤホンはサポートされ
ていません。

Jaybirdアプリを通して
低音をサウンドプロファ
イルに追加すると、再生
時間が短くなります。

イコライザー 保存
新しいプリセッ
トをダッシュ
ボードに保存し
て、お気に入
りのサウンド設
定に簡単アクセ
ス。

履歴
変更履歴を確
認します。

デバイス
接続されたデ
バイスとイヤ
ホンの設定を
変更します。
ステータスを
確認します。

音楽
ランニングをパワ
ーアップする再生

リストを検索。

ヘッドホン
イヤホンの設
定を変更しま

す。

サウンド
サウンド設定をカ
スタマイズ。 変

更はRunイヤホン
に保存されます。
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HEADPHONES

RUN
CONNECTED

VOICE
PROMPTS

FIND
MY BUDS

BUTTON
CONTROLS

NAME YOUR BUDS

SUPPORT & FEEDBACK

NAME

GET YOUR FIT

JAYBIRD RUN

JAYBIRDアプリ
設定

ボタンコントロール
イヤホンのコントロール 

方法を変更します。

名前
デバイス上で簡単に見つけるこ
とができるように、イヤホンの
名前をお気に入りのサウンド設

定に簡単アクセス。

イヤホンを検索
イヤホンを失くした場
合、失くした場所をリア
ルタイムで見つけます。

チュートリアル
イヤホンを最大限に活用
する方法のヒントを見つ
けましょう。
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リセット方法
1 2 3 4

イヤホンをオリジナル
の出荷時設定にリセッ
トするには、イヤホン
をオフにしてイヤホン
をペアリングモードに
します。

LEDが緑で点滅するま
で、右イヤホンのマル
チファンクションボタ
ンを約6秒間押し続けま
す。

お気に入りのサウンド
設定に簡単アクセス。
ボタンを2回押しま
す。 出荷時設定にリセ
ットされると、LEDが
オレンジ色に変わり、
イヤホンがオフになり
ます。

イヤホンがリセット
された後、電源をオン
にすると、自動的に
ペアリングモードに入
ります。 デバイスの
Bluetoothメニューか
ら、Jaybird Runの [
破棄] または [削除] 
を選択して、再度ペア
リングを行います。

3秒押す 6秒押す 2回押す
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過度の音量レベルと長時間のリスニング
は避けてください。 過度の音量レベルで
長時間リスニングを行うと、恒久的な聴
覚障害の原因となる場合があります。 道
路交通周辺では使用しないでください。

ビデオをご覧ください： 
jaybirdsport.com/support/run

正しいリスニング


