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ようこそ

製品のインストールまたは使用前に、安全性に関する警告を参照して、重要な製品の安全性に関する情報をご確認ください。

JAYBIRD X4
丈夫かつ多用途
どこでもランニング
ビデオをご覧ください：jaybirdsport.com/support/

8時間の再生時間

防汗 & 防水（IPX7）

スポーツ フィット プラス – セキュア & 快適

10分の充電 = 1時間の再生時間

スピードシンチ（簡単コード調節）

カスタムEQによるプレミアムサウンド

音楽 & 通話
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USB充電クレードル

シャツクリップ

スピードシンチ

キャリングケース

ワイヤレスヘッドフォン

シリコン イヤーフィン（ サイズ 1 / 2 / 3）

パッケージ内容

LEDマイク

音量+ 音量–

ミドルボタン

シリコン イヤーチップ  
(サイズ 1 / 2）

Comply Ultraイヤーチップ  
(サイズ 1 / 2）



3

充電/バッテリーのステータス

同梱のUSB充電クレード
ルをUSB電源に差し込み
ます。

充電中は赤いLEDが点
灯し、フル充電になると緑
の点灯に変わります。

5V 500mAのUSB電源を使ってイヤホンを充電することを推奨します。 5.5ボルトを超える電圧を供給する壁
コンセント用/車載用のアダプター/充電器はJaybirdイヤホンに損傷を与えるため、使用しないでください。

2時間の充電で 
8時間の再生時間。

10分の充電で 
1時間の再生時間。

A B
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+
CUSTOMIZE

JAYBIRD SIGNATURE

WARMTH

WARMTH

REMOVE SHARPNESS

JAYBIRD ENHANCED

EXTENDED LISTENING

R & B FREAK

Jaybird X4
87%

54%10:23 AM

充電/バッテリーのステータス

イヤホンをオンにする度に、バッ
テリー残量通知音が鳴ります。 
バッテリー残量通知は20％毎に四
捨五入されます。

スマートフォンとJaybirdアプリに
もバッテリー残量が表示されます。 
Jaybirdアプリは、1%の範囲内で
バッテリー残量を示します。
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お使いのスマートフォン/音楽デ
バイス上でBluetooth®をオンに
して、Bluetoothデバイスの検
索が実行されていることを確認
します。

A

X4イヤホンがオフの状態
で、LEDが赤/緑で 点滅する
までミドルボタンを 押し続け
ます。 「ペアリング準備ができ
ています。 Jaybirdアプリをダ
ウンロードしてセットアップガ
イドに従ってください」という
音声プロンプトが聞えます。検索中...

ペアリング

B
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C

D

ペアリング

検出されたデバイスのリストで
「Jaybird X4」を選択します。

X4イヤホンがスマートフォ
ン/音楽デバイスに接続され
ると、「接続されました」
という音声プロンプトが聞
えます。 これで音楽のリス
ニング準備ができました。

ペアリングが成功しなかった場合、赤いLEDが点灯するまでミドルボタ
ンを押してイヤホンをオフにすると、下降する「電源オフ」のトーンが
鳴ります。 イヤホンがオフになったら、手順A～Dを繰り返します。

注意： X4イヤホンを初めてオンにした時、またはリセット後、イヤホ
ンはペアリングモードになります。

Jaybird X4
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完璧なフィットを見つける

Jaybird X4をスポーツ用途に
使用する場合、オーバーイヤー
セットアップを推奨します。

Jaybird X4の使用方法に基づいてフィ
ットを選択することをお勧めします。 オーバーイヤー アンダーイヤー

用途に基づいた装着方法の選択
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A

B C

完璧なフィットを見つける
1. フィンのセットアップ

リモコンが左側に来
るように、X4を自
分の前に置きます。 
「L」が付いたフィン
がヘッドフォンのリ
モコン側に来るよう
に、フィンを反対側
に交換します。

示されているよう
に、ケーブル側を
向くようにフィン
を回転させます。

リモコンが左側に
来る ようにして、 
X4を耳に 装着し
ます。

L2

RL
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完璧なフィットを見つける
2. 適切なサイズのチップとフィンを見つけます

B Cイヤホンが快適でない、または緩み
を感じる場合、別のサイズのチップ
および/またはフィンをお試しくだ
さい。 ComplyTMフォームチップを
試したり、フィンを完全に取り外し
たりすることもできます。 完璧な
フィットを得るには、少し時間がか
かる場合があります。

フィットに満足したら、
手順3に進みます。

A サイズ1のチップとサイズ
2のフィンから開始して、
オーバーイヤー位置の状
態で、イヤホンを耳の中に
しっかりと装着します。

右
耳

左
耳
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A

B

完璧なフィットを見つける
3. スピードシンチ（簡単コード調節）

スピードシンチによって、首と肩からコードを離
しておくことができます。これは、オーバーイヤ
ーフィットに特に役立ちます。

X4イヤホンを耳に装着します。

スピードシンチの下のコードを片手でつかみ
ます。 もう一方の手で、過剰なたるみがない
快適なフィットが得られる適切なコード長にな
るまで、スピードシンチを上下に調節します。
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完璧なフィットを見つける

Jaybird X4をカジュアルな用途
に使用する場合、アンダーイヤ
ーセットアップを推奨します。

オーバーイヤー アンダーイヤー
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B CA

完璧なフィットを見つける
1. 適切なサイズのチップとフィンを見つけます

サイズ1のチップとサイズ2のフィ
ンを取り付けて、アンダーイヤー
位置の状態で、イヤホンを耳の中
にしっかりと装着します。 リモ
コンは右側に来ます。

イヤホンが快適でない、または緩み
を感じる場合、別のサイズのチップ
および/またはフィンをお試しくだ
さい。 ComplyTMフォームチップを
試したり、フィンを完全に取り外し
たりすることもできます。 完璧な
フィットを得るには、少し時間がか
かる場合があります。

フィットに満足したら、 
使用を開始できます。

右
耳

左
耳
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完璧なフィットを見つける
2. シャツクリップ

同梱のシャツクリップを使用して、X4イヤホンを
シャツの裏に取り付けます。

A

B

シャツクリップを使う前に、必要に応じて
スピードシンチを外します。

シャツの外側に長い側が来るように、シャ
ツクリップをシャツに取り付けます。



14

詳細説明
ボタンの機能

オン/オフ

イヤホンをオンにする：上昇する「電源オ
ン」のトーンが聞え、LEDが緑で点滅する
まで、ミドルボタンを押し続けます。 

イヤホンをオフにする：下降する「電源オ
フ」のトーンが聞え、LEDが赤で点灯する
まで、ミドルボタンを押し続けます。

長押し
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詳細説明
音楽の再生

曲またはビデオの再生または一時停止を行うには、ミドルボタンを1回押してリリースします。
曲をスキップするには、Vol. +ボタンを長押しします。
前に戻るには、Vol. –ボタンを長押しします。
音量の上げ下げを行うには、Vol. +またはVol. –ボタンを押します。
音声アシスタントを起動するには（SiriまたはGoogle Now）、ミドルボタンを長押しします。

1回押す 長押し

音量を上げる 次の曲にスキップ

再生/一時停止 音声アシスタント

音量を下げる 前の曲に戻る
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詳細説明
通話

受話する：ミドルボタンを押します。
通話を拒否する：ミドルボタンを長押しします。
通話のミュート/ミュート解除：Vol –ボタンを長押しします。
電話番号のリダイアル：ミドルボタンを2回押します。*
音量の上げ下げを行う：Vol +またはVol –ボタンを押します。

*スタンバイモード： 電源が入っており、音楽を再生していない、または通話中でない。

1回押す 2回押す長押し

音量+

受話/終話 通話を拒否 リダイアル

音量– ミュート/ミュート解除
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詳細説明
JAYBIRDアプリ

+
CUSTOMIZE

JAYBIRD SIGNATURE

WARMTH

WARMTH

REMOVE SHARPNESS

JAYBIRD ENHANCED

EXTENDED LISTENING

R & B FREAK

Jaybird X4
87%

54%10:23 AM

Jaybirdアプリによって、X4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。 紛失した場合に、「イヤホンを検索」を有効に
して、イヤホンを追跡することもできます。 イヤホンをJaybirdアプリに
接続して、ファームウェア更新が利用できるかどうか確認します。

新しいサウンド設定はイヤホンに保存されるため、あらゆる場所で、
どのデバイスでもカスタムサウンドを再生することができます。
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1

2

3

詳細説明
マルチポイント - 複数デバイスへの接続

マルチポイントによって、同時に2台のデバイスに接続することができます。 たとえば、
ノートパソコンとスマートフォンに接続することができます。 ノートパソコンで音楽を聴
きながら、スマートフォンで電話に出ることができます。

イヤホンのファームウェアが最新であることを確認
します。 Jaybirdアプリに接続して、ファームウェ
ア更新が利用できるかどうか確認します。

X4イヤホンが両方のデバイスにペアリングされ、
接続されていることを確認します。 ペアリングの
説明に従います（5～6ページ）。

接続したい2台のデバイスのみがオンになっ
ており、近くにあることを確認してください。

X4はペアリングされたBluetooth®デバイスを最大8台記憶
でき、一度に2台のデバイスに接続することができます。 



19

詳細説明
スマートウォッチ

Apple WatchOS Android Wear GarminSamsung

適切なスマートウォッチがあれば、スマートフォンは家に置いておくことができます。 音楽をスマートウォッチに同期
させて、X4をスマートウォッチにペアリングするだけです。 Bluetoothデバイスのペアリング方法については、お使いのス
マートウォッチのユーザーマニュアルを参照してください。
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1 2 3

トラブルシューティング
ソフトリセット： イヤホンが応答していない場合、X4を充電クレードルに置き、USB充電ケーブルを電源に接続します。 
これによりイヤホンがオフになり、ソフトリセットを実行します。

出荷時設定にリセット： 上記の手順で問題が解決しない場合、イヤホンを元の出荷時設定にリセットすることを推奨しま
す。 このプロセスを開始する前に、スマートフォンまたは音楽デバイスで、検出されたBluetoothデバイスリスト内のX4デ
バイスを削除してください。

イヤホンをペアリン
グモードにします. 
イヤホンがオフになる
まで、ミドルボタンを
押し続けます。 それ
から、赤/緑のLEDが
交互に点灯するまで、
ミドルボタンを5秒間
押し続けます。

LEDが点灯している間
にミドルボタンを2回
押します。

オレンジ色のLEDが2
回点滅し、「ビープ
音」が鳴ります。

これでイヤホンがリセッ
トされ、ペアリングの準
備ができました。 スマー
トフォン/音楽デバイスの
Bluetoothメニューに進
み、X4を選択してペアリ
ングを行います。
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仕様
Bluetoothバージョン 4.1、マルチポイント
コーデック AAC、SBC、mSBC
プロファイル ハンズフリー、ヘッドセット、A2DP、AVCRP、SPP
有効範囲 10メートル
再生時間 8時間*
電源 Bluetoothヘッドセット： 5.0V 、1A
充電時間 2時間
急速充電 10分の充電 = 1時間の再生時間
本体サイズ 13 x 24mm（イヤホンサイズ）、490mm（コード長）
重量 約14.7g（フィンとチップを除く）

* 再生時間とスタンバイ時間は、使用状況によって異なる場合があります。 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。
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保証、警告および安全性
保証情報詳細、お手入れとメンテナンスの詳細については、以下をご覧ください：
jaybirdsport.com/warranty 0570-00-2085

警告： このヘッドホンのアイソレーションの性質により、運転中、サイクリング中、車両交通がある場所、あるいは周囲の音が聞えないことが危険であるようなその他のアクティビティ中は、イヤホ
ンを使用しないでください。 過度の音量でヘッドホンを使用すると、恒久的な聴覚の損傷の原因になる場合があります。 必ず音量を下げてから使用を開始してください。 オブジェクトを外耳道に挿
入する際は注意を払い、自分の責任で使用してください。 110Vまたは220Vの主線から駆動する電源に接続されている間は、デバイスを装着しないでください。

Copyright 2018 LOGITECH, LOGICOOL. ロジクール、JAYBIRDおよびJAYBIRDロゴは、米国およびその他の国における、LOGITECH EUROPE S.A.および/またはその関連会社の商標または 
登録商標です。BLUETOOTH®ワードマークおよびロゴは、BLUETOOTH SIG, INC.が所有する登録商標です。GOOGLE PLAYおよびGOOGLE PLAY ロゴは、GOOGLE LLC.の商標です。 
APPLE、APPLEロゴ、IPHONE、およびIPADは、米国およびその他の国と地域における、APPLE INC.の登録商標です。APP STOREはAPPLE INC.のサービスマークです。その他の商標は、 
それぞれの所有者の財産です。ロジクールは、ライセンスを受けて、または許可を得て上記マークを使用しています。

イヤーチップのクリーニング
Jaybirdイヤホンのイヤーチップを清潔に保つことは、安全かつ衛生的な使用のために重要です。 

重要： 必ずイヤホンから外してから、イヤーチップのクリーニングを行ってください。 Jaybirdイヤホン内部の精巧な回路が濡れると、永久的な損傷の原因になる場合があります。

1. 片方の手でイヤーチップを、もう片方の手でイヤホンをしっかりとつかみます。 イヤホンからイヤーチップを慎重に取り外します。
2. 温水と低刺激性の石鹸で湿らせた布を使って、汚れや耳垢をイヤーチップから除去します。 刺激の強い洗浄剤は使用しないでください。
3. イヤーチップを洗い流して完全に乾燥させてから、イヤホンに再度取り付けます。
4. イヤーチップをイヤホンに慎重に押し入れます。

防水
Jaybird X4イヤホンはIPX7定格の防水性能を備えています。 Jaybird X4イヤホンは、雨、泥および屋外アクティビティに対処できるように設計されています。 
Jaybirdイヤホンは、水泳、シャワーまたはプールや海での使用を意図されていません。 海水または塩素処理水に曝された場合は、イヤホンを淡水でそっと洗い流し、使用前に空気乾燥
させてください。
充電クレードルは耐水設計ではありません。充電前にイヤホンが完全に乾いていることを確認してください。 
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ビデオをご覧ください：jaybirdsport.com

正しいリスニング
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。

お手入れとメンテナンス
イヤーチップのクリーニングは定期的に行い、たまった汚れや耳垢を除去してください。 クリーニングを行うには、イヤー
チップをイヤホンから取り外してから、乾いた布で埃や油分をそっと拭き取り、および/または温水と低刺激性石鹸を使って
たまった汚れを除去します。 洗い流し、完全に乾かしてから、再度取り付けます。 

充電前に、イヤホンに汗や水分が付いておらず、完全に乾いていることを確認してください。 

WEB-621-001308.003

© 2018 Logitech, Logicool. All rights reserved. ロジクール、JaybirdおよびJaybirdロゴは、米国および
その他の国における、Logitech Europe S.A.および/またはその関連会社の商標または登録商標です。 


