
ユーザーマニュアル

Jabra

Elite Active 75t



© 2020 GN Audio A/S.All rights reserved.Jabra®は GN Audio 
A/S の商標です。Bluetooth® のワードマークとロゴは 
Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、GN Audio A/S 
はライセンスに基づいて商標を使用しています。 

適合宣言書は以下でご参照ください。
www.jabra.com/doc

Made in China
機種： OTE120L / OTE120R / 

CPB120 



3

日日
日

1. ようこそ ............................................5
2. Jabra Elite Active 75t の概要 .....6

2.1 付属アクセサリー

3. 装着方法 ..........................................8
3.1	 イヤージェルの変更 

4. 充電方法 ....................................... 10
4.1 イヤホンの充電
4.2 充電ケースの充電
4.3 LED の意味

5. ペアリング方法 ............................ 13
5.1 スマートフォンとのペアリング

6.	使用方法  ...................................... 14
6.1 イヤホンの電源のオン/オフ
6.2	 通話 & 音楽
6.3 HearThrough（外音取込機能）
6.4 側音
6.5 片耳でのイヤホンの使用
6.6 音楽の自動一時停止
6.7 自動電源オフ
6.8 複数通話の処理
6.9 マルチユース
6.10 音声ガイダンスと言語
6.11 音声アシスタント



4

日日
日

6.12 ファームウェアの更新
6.13 リセット方法

7. Jabra Sound+ アプリ ................. 24
8. サポート ........................................ 25

8.1	 よくある質問（FAQ)
8.2 イヤホンの取り扱い方法
8.3 アクセサリーの交換
8.4 交換用イヤホンの使用
8.5 交換用充電ケースの使用



5

日日
日

1. ようこそ
Jabra Elite Active 75t をご利用いただき、誠にあ
りがとうございます。

Jabra Elite Active 75t の特長
•	 しっかりと固定されるフィット感。コンパクトで

快適、追加されたグリップコーティングで安定し
たフィットがテスト済み。
•	 保証された防水耐性。	IP57 認定の保護と 2 年

保証でどこでも、何でもできます。
•	 充実のバッテリー性能。最大 7.5 時間、充電ケ

ースを使用すると最大 28 時間連続使用可能。
•	 屋外での運動に安全。HearThrough モードは

外部の音を取り入れて、周辺ノイズのブロック量
の調整ができます。
•	 音楽を自在に。Jabra Sound+ アプリで使用でき

るカスタマイズ可能なイコライザーで、音楽をい
つでもお好みの音質でお楽しみいただけます。
•	 優れた通話がどこでも。4 マイクテクノロジー

で、どこでも優れた通話品質。
•	 音声アシスタントへの簡単アクセス。Amazon 

Alexa、Siri®、Google Assistant™ にワンタッ
チでアクセス
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2. Jabra Elite Active 75t 
の概要

Jabra Elite Active 75t イヤホン

左 右
携帯充電ケース
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2.1 付属アクセサリー

イヤージェル  

L

S M

事前に取り付
け済み

 
USB-A 対 USB-C の充電ケーブル
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3. 装着方法

イヤホンを耳に挿入し、丁度いい位置にフィット
するまで回転させます。マイクが口の方を向くよう
にします。
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3.1 イヤージェルの変更 

最適なオーディオ体験のため、異なるサイズのイ
ヤージェルを試してください。耳にぴったりとフィ
ットし、安定した装着感が得られるようにしてくだ
さい。M サイズのイヤージェルがイヤホンにはあ
らかじめ取り付けられています。イヤージェルがし
っかりと固定されていることを確認します。

M LS
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4. 充電方法
Jabra Elite Active 75t のバッテリー持続時間は
最大 28 時間です。イヤホン単体のバッテリー持
続時間は 7.5 時間、充電ケースを使用した場合 さ
らに 20.5 時間の使用が可能です。

4.1 イヤホンの充電

イヤホンを充電ケースに収納し、フタを閉めま
す。イヤホンをフル充電するには約 2 時間かかり
ます。 

充電ケースを開けると、イヤホン の LED が赤、
黄、緑のいずれかに点滅して、イヤホンのバッテリ
ー状態を示します。充電ケース背面の LED は充電
ケースのバッテリー状態を示します。

イヤホンのバッテリー 残 量 が 少なくなった 場
合、15 分の充電で最大 1 時間の再生時間が得ら
れます。
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4.2 充電ケースの充電

付属の USB-A 対 USB-C の充電ケーブルを充電
ケースと、USB-A 電源または プラグ に接続しま
す。イヤホンと充電ケースを完全に充電するには
約 2 時間 20 分かかります。  

充電ケースは 5v +- 0.25v の標準的な USB 電圧
を使用します。これを超える電圧の電源を使用し
てイヤーバッドを充電することは推奨されていま
せん。

注意：非認定充電器の場合は、充電にこれより長い時間がかか
る場合があります。

USB-C
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4.3 LED の意味

充電ケースの状態
  バッテリー残量高

  バッテリー残量中

  バッテリー残量低

  ファームウェアアップデ
ート中

  完全に充電済み

LED LED 充電ケース内のイヤホンの状態
  バッテリー残量高/電源 

オン

  バッテリー残量中

  バッテリー残量低

  電源オフ

  ペアリング

  リセット中
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5. ペアリング方法
5.1 スマートフォンとのペアリング

左ボタン 右ボタン

1. イヤホンを充電ケースから取り外してオンにしま
す。または、左右のボタンを同時に 1 秒間押し続
けて電源をオンにします。

2. 右のイヤーバッドの LED が青に点滅するまで左
右のボタンを同時に 3 秒間押し続けます。これ
で、イヤホンを電話にペアリングする準備ができ
ました。

3. イヤホンを装着し、ペアリングの音声ガイダン
スの指示に従い、スマートフォンとペアリングし
ます。

3 秒
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6. 使用方法 
左ボタン 右ボタン

6.1 イヤホンの電源のオン/オフ

イヤホンを充電ケースに入れてオフにするか、充
電ケースから出してオンにします。

または、イヤーバッドの左右のボタンを同時に押
して、手動でオフにすることもできます。オンにす
るには、左右のボタンを同時に 1 秒間押し続けま
す。
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6.2 通話 & 音楽

右 
ボタン 通話 & 音楽

音楽の再生/一
時停止

通話中でない状態で、 
右ボタンを押す

通話の応答/終了 右ボタンを押す

通話の拒否 着信時に、右ボタンを 2 
回押す

音量アップ 右ボタンを押し続ける

音声アシスタン
トを起動する 
(Siri、Google 
Assistant、 
Alexa)

通話中でない状態で、 
右ボタンを 2 回押す
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左 
ボタン 通話 & 音楽

HearThrough 
のオン/オフ

通話中でない状態で、 
左ボタンを押す

音量ダウン 左ボタンを押し続ける

次の曲目 音楽を聴いている状態で、
左ボタンを 2 回押す

曲目の再開また
は前の曲目

音楽を聴いている状態で、
左ボタンを 3 回押す前の
曲目に戻って繰り返す

マイクのミュ
ート/ミュート
解除

通話中に、左ボタンを
押す

側音の 
オン/オフ

通話中に、左ボタンを 2 
回押す
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6.3 HearThrough（外音取込機能）

HearThrough は内蔵マイクを使用して、周囲の音
を拾い、イヤホンを外すことなく会話を続けること
ができる機能です。

HearThrough のレベルと設定は、Jabra Sound+ 
アプリで調整できます。

左ボタン HearThrough（外音取込機能）

HearThrough 
のオン/オフ

通話中でない状態で、
左ボタンを押す

6.4 側音

側音とは、通話中に自分の声がよく聞こえるよう
にすることです。 

側音は、Jabra Sound+ アプリを使用して設定で
きます。

左ボタン 側音

側音のオン/
オフ

通話中に、左ボタンを 2 
回押す
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6.5 片耳でのイヤホンの使用

右のイヤホンは、片耳だけでの音楽再生または通
話に使用できます。 

両 方の イヤ ホン がオンになっていて、両 方 が 
20cm の範囲内にある場合、自動的に再度リンク
されます。

右ボタン 片耳でのイヤホンの使用

通話の応答/
終了 右ボタンを押す

通話の拒否 着信時に、 
右ボタンを 2 回押す

音楽の再生/
一時停止

音楽の再生中に、右ボ
タンを押す

音声アシス
タントを起動
する (Siri、 
Google 
Assistant、 
Alexa)

通話中でない状態で、右
ボタンを 2 回押す

音量の調整
ペアリングしたスマート
フォンの音量調整を使
用する
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6.6 音楽の自動一時停止

音楽の再生中にイヤホンを外すと、音楽は自動的
に一時停止します。 

音楽の一時停止を解除するには、60 秒以内にイ
ヤホンを耳に戻します。60 秒後は、右ボタンを押
すと音楽の一時停止を解除できます。

音楽の自動一時停止設定は、Jabra Sound+ アプ
リを使用して無効化または設定できます。

6.7 自動電源オフ

バッテリーを節約するため、15 分以上スマート
フォンの動作範囲になく充電ケースに入っていな
い、もしくは動作が 30 分以上無かった場合、イヤ
ホンは自動的にオフになります。

イヤホンをオンにするには、左右のボタンを同時
に 1 秒間押し続けます。または、充電ケースに入
れ、再び取り出します。
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6.8 複数通話の処理

イヤホンは、複数の通話を同時に処理することが
できます。

右のイヤ
ホン 複数通話の処理

現在の通話を終了
し、別の着信に応
答する

右ボタンを押す

現在の通話を保留に
して着信に応答する 右ボタンを 3 回押す

保留と応答を切り
替える 右ボタンを 2 回押す

通話中に別の着信を
拒否する 右ボタンを 2 回押す
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6.9 マルチユース

イヤホンは、一度に 2 台のスマートフォンにペアリ
ングし、両方のスマートフォンからの複数の着信
通話に対応できます。

2 台のスマートフォンにペアリングするには、各ス
マートフォンに個別に通常のペアリングプロセス (
セクション 5 を参照)を行います。 

注意：1 台のスマートフォンのみに有効なオーディオチャネルが
あり、音声アシスタントは最後にペアリングしたスマートフォン
で有効になります。

6.10 音声ガイダンスと言語

音声ガイダンスのオン/オフの切り替えが可能で、
言語は Jabra Sound+ アプリを使用して変更でき
ます。

次の言語が使用できます。英語、フランス語、ドイ
ツ語、日本語、中国語、韓国語。
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6.11 音声アシスタント

右ボタン 音声アシスタント

Siri、Google  
Assistant、 
Alexaを起動
する

通話中でない状態で、右
ボタンを 2 回押す

希望の音声アシスタントを選択するには、Jabra 
Sound+ アプリをダウンロードして音声アシスタ
ント設定に移動します。

音声アシストは、Jabra Sound+ アプリを使用して
設定できます。

6.12 ファームウェアの更新

Jabra Elite Active 75t は Jabra Sound+ アプリ
を使用してファームウェアを最新バージョンにア
ップデートできます。 

Jabra Sound+ アプリで通知が有効になっている
場合、ファームウェアアップデートがある場合に
自動的に通知を受けます。



23

日日
日

6.13 リセット方法

イヤホンをリセットすると、ペアリングしたデバイ
スのリストが消去され、すべての設定がリセットさ
れます。 

イヤホン イヤホンのリセット

ペアリングリ
ストと設定の
リセット

LED が紫に点滅するま
で、右と左のボタンを約 
10 秒間押し続けます。 

スマートフォンの 
Bluetooth メニューでペ
アリングを削除すること
も必要です。 

イヤホンのリセット後は、
イヤホンをスマートフォン
に再度ペアリングする必
要があります。
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7. Jabra Sound+ アプリ

Jabra Sound+ 
アプリ

音楽をパーソナライズ

HearThrough をカスタマイズ

2 年間保証に登録
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8. サポート
8.1 よくある質問（FAQ)

Jabra.com/help/eliteactive75t でよくある質問を参
照してください。

8.2 イヤホンの取り扱い方法

• イヤホンは必ず充電ケースに入れて安全に保管
してください。

• バッテリーの枯渇や性能低下を防止するため、
イヤホンを、夏季や冬季に窓を閉め切った車内
など、高温または低温の場所で保管しないでく
ださい。

• イヤホンは常に 15°C ～ 25°C で保管するように
してください。

• イヤホンを長期間 (最大 3 ヶ月) 充電せずに保
管しないでください。

• イヤホンまたは充電ケースが汚れたら、きれいな
水で湿らせた柔らかい布等でクリーニングして
ください。

• 充電ケースは 5v +- 0.25v の標準的な USB 電
圧を使用します。これを超える電圧の電源を使
用してイヤホンを充電することは推奨されてい
ません。



26

日日
日

8.3 アクセサリーの交換

交換用または追加のアクセサリーは 
jabra.com/accessories でオンライン購入で
きます。 

左右イヤホンのセット  充電ケース

イヤージェル 

M

L

S
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8.4 交換用イヤホンの使用

1. 交換用イヤホンを充電ケースに入れ、フタを閉
めます。 

2. 充電ケースのフタを開け、イヤホンを取り出しま
す。 

3. イヤホンを装着し、音声ガイダンスの指示に従
い、スマートフォンとペアリングします。

4. Jabra Sound+ アプリを使用して、イヤホンのフ
ァームウェアをアップデートします。

8.5 交換用充電ケースの使用

交換用充電ケースを初めて使用する前に、現在使
用しているイヤホンと同期し、1 時間充電する必
要があります。

同期を始めるには、現在使用しているイヤホンを
交換用充電ケースにセットし、フタを閉じます。充
電ケースの LED が紫に点滅して、ファームウェア
がアップデート中であることを示すことがありま
す。LED の紫の点滅が終わるまで待ってから、充
電ケースを開けてください。
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