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付属品
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3

充電用ケーブル
5

１．
マルチファンクションボタン
（MFB）
説明書（本書）

２．
マイク
３．LEDライト

LED 表示：イヤホン充電中

LED 表示：ケース電池残量

◆ 左と右が青点灯

◆ 左が点灯

LRイヤホンが両方とも充電中
初回の使用時や、
「battery low」のアナウン
スが流れたら、充電を行ってください。
一定充電量を下回ると、充電が切れるまで、
10分毎に「battery low」のアナウンスが流
れます。
USB充電ケーブルを充電用ポートに差し込み、
USBコネクターをパソコンやお手持ちのUSB
対応ACアダプターに接続します。充電が終わ
ると白ランプが5秒点灯し、
消灯します。

電池残量が 33%以下

◆ 左が青点灯

◆ 左と真中が点灯

Lイヤホンが充電中

電池残量が67%未満

◆ 右が青点灯

◆ 左、
真中、
右が点灯

Rイヤホンが充電中

電池残量が67%以上

５．充電用ポート

◆ 外音取込モード / ANC ON / ANC OFF
電源ON 後、ANC OFF のモードとなります。
以降、L のMFBを約1.1秒長押しするたび
外音取込モード→ ANC ON → ANC OFF
の順にモードが切り替わります。
※ 片側のみでの使用中は、
この操作は行えま
せん。
※ 通話時は 外音取込モード /ANC ON の
機能は無効。
※ 電源をOFFにすると設定は初期化されます。

製品規格
製品サイズ（イヤホン）:
H 25mm x W 18mm x D 21mm
製品重量：約5.3g（イヤホン片側のみ）
充電所要時間：約90分
製品サイズ（充電ケース）:
H 43mm x W 68mm x D 28mm
製品重量：約36g（ケースのみ）
充電電圧：DC 5V
充電所要時間：約90分

◆ マイク

周波数特性：100Hz〜3.55KHz
感度：- 29dB+/-3dB

◆ スピーカー

防水等級：IPX5
充電用ポート：USB Type C
本機は過去に接続された８台の機器の情報
を記憶します。
※ ９台目以降の機器を接続する際、最も古
い接続情報から順に削除され、新しい機器の
情報が記憶されます。
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ご注意

安全上のご注意

1. 本製品を快適にお使いいただく前にこの取扱
説明書をよくお読みになり、今後の参考のため
に大切に保管して下さい。
2. 初めて本機をお使いになるときは、事前に満
充電を行ってからご使用ください。
3. 本機を2週間以上ご使用にならない場合にも、
定期的な充電を行ってください。
4. 必ず製造者によって認可された充電器を使用
ください。
5. 一般的に、必要以上の充電や過度な充電は電
池の劣化を招き、稼働時間や電源に影響を及ぼ
す可能性があります。
6. 防水性能の範囲外の状況が発生した場合、そ
の後、正常に動作しない原因となる場合や、故障
の原因になる可能性があります。防水性能の範
囲外による水没故障は、保証の対象外となりま
すので、予めご注意ください。

1.絶対に本製品を分解・改造しないでくだ
さい。故障や事故の原因になります。
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電池残量が33%未満

◆ 左が点灯、真中が点滅

◆ 電源オフ

電池残量が 67%未満

イヤホンをケースに入れ、蓋を閉める
と3秒後、電源がOFFになります。

◆ 左と真中が点灯、右が点滅

※ 蓋が開いている場合は電源がOFF
になりません
◆ ペアリングモードにする
両耳使用時：L と R を同時に約1.1
秒間、長押し

2.本製品を極端な低温/高温（0℃以下、ま
たは45℃以上）になる場所に置かないでく
ださい。極端な高温や多湿の環境では正常
に動作しない可能性があります。
3.LEDランプをお子様や動物の目に近づけ
ないでください。
4.雷の天候時には使用しないでください。
製品が正常に動作しない可能性があり、落
雷の危険性があります。
5.本製品のお手入れの際に強力な薬品や洗
剤をご使用にならないでください。
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片方のみ使用時：電源OFFの状態で
MFBを5秒間長押し
9

Bluetoothバージョン：5
プロファイル：HFP / HSP / A2DP /AVRCP
有効距離範囲：10M / Class 2

直径：Φ12mm
インピーダンス：28Ω +/- 15%
定格入力：3mW（最大：10mW）
周波数特性：31.5Hz〜7.1KHz
感度：104 +/- 3 dB/mW

◆ 対応コーデック
AAC, SBC

製品番号：JPRiDE TWS-5 ANC
214-112301
Product Designed in Tokyo, Made in CHINA

保証書

7.本製品はIPX5等級の防水性能を有しま
す。この防水等級では水に浸す、などの
使用は想定されていませんので、使用中
に発生した状況により、保証の対象外と
なる事があります。
8.長時間中〜高音量でイヤホンを使用す
ると、聴覚に悪影響を及ぼす可能性があ
ります。ご使用の際は低〜中音量に設定
されることをお勧めします。
9.お子様の手の届かないところに保管し
てください。
10.安全の為、本機の充電を行う際は パ
ソコンのUSBポートや、PSE マークが付
いた充電器をお使い下さい。
24

10

各種カスタマーサポート

保証期間：ご購入日より12ヵ月間。
保証期間中、本機の品質原因による故障が
あった場合は、お買い上げの販売店までご
連絡ください。
対応をご依頼の際は、保証書や領収書、ご
注文番号をご提示ください。
下記の場合は保証の対象外となります。
1. 故障した製品を返送できない場合（紛失
は保証対象外です）。
2. 保証書や購入記録の提示がない場合

JPRiDEカスタマーサポート [cs@jp-ride.com]
または、
お買い上げの販売店までお問い合わせ
ください。
※ 返品は所定の手順や返送先があります。
ご予約のない返品物は、
お受致しかねる場合が
ございます。予めご了承ください。
輸入販売元：株式会社エムピートレーディング
公式HP：https://jp-ride.com/
Email：cs@jp-ride.com
※ 万が一、返信が得られない場合には以下の可能
性があります。

3. 不適切な分解や修理による故障
4. 水没や落下、人為的な原因による故障や
破損
5. 不可抗力によって生じた故障や破損
6. 紛失や粉砕、廃棄をされた場合
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6.運転中、自転車走行中、機械の操作中、
または周囲の音を聞く必要がある状況では
使用しないでください。

離の外に離れたり、Bluetoothがオフにな

移行します。
※ 接続相手機器側とBluetoothの有効距
った等、接続が切断された場合、
イヤホンは

左右片側単体での相手機器
（スマホなど）
との接続
ペアリング登録がお済みであれば、
L R どちらでも、片方のイヤホンだけをケース
から取り出すと単体使用が可能です。

Rイヤホン

Lイヤホン

電源ON

電源OFF

ペアリングモードに移行します。ペアリング
モードのまま約3分間機器と接続されなか
った場合、
自動的に電源オフとなります。

接続
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メーカー保証 1 年
購入後 30 日以内返品・返金可

1. 送信先Eメールアドレスに誤りがある
2. 返信メールが誤って[迷惑メールフォルダ]、
[ごみ箱フォルダ]に振り分けられている
3. お客様ご利用のメールアプリ側の迷惑メール
防止機能により、
返信メールが弾かれている
18

Amazon

楽天市場

保証期間となっております。
返品も承っております。
JPRiDE カスタマーサポートまで
ご連絡ください。

お使いになったご感想など、
商品レビューをご投稿いただけませんか？
上記の QR コードを読み取ることで
レビューページへアクセス可能です。
お客様のお声は、今後の商品企画等の

JPRiDEカスタマーサポート
Email：cs@jp-ride.com

大きな力となります。
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◆ 再生/一時停止

◆ 着信に応答する

◆ 音量を上げる
通話中、
または音楽再生中に R のMFBを
1回タップ。
◆ 音量を下げる
通話中、
または音楽再生中に L のMFBを
1回タップ
◆ 次の曲へ
音楽再生中に R のMFBをトリプルタップ
（約0.6秒間に3回タップ）
◆ 前の曲へ

◆ 着信に応答せず切る

音楽を再生している状態で、L もしくは R の
MFBをダブルタップ
（約0.6秒以内に2回タップ）

音楽再生中に L のMFBをトリプルタップ（約
0.6秒間に3回タップ）
すると頭出しになり、続
けてトリプルタップすると前の曲へ戻ります。
※ 音楽再生に使用するアプリやプレイヤー
によっては、各種ボタン操作時の反応が異な
る場合がございます。
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よくあるご質問/トラブルシューティング
Q1：ペアリングとは何ですか？
A 1：「登録」することをペアリングと言い
ます。
Q2：問題が発生しました。
A 2：先ずは問題の切り分けをするため、
一旦、本機を別機器（端末B）と接続し、
同様の問題が発生するかお試しください。
別機器（端末B）
との接続で問題が発生しない
場合、相手機器（端末A）側の問題です。
この場合には、相手機器（端末A）側の問題
を解決してください。
Q3：接続できません。
A 3：問題の切り分け※Q2 と、相手機器（ス
マートフォン等）の再起動、本機の初期化を
して、再度ペアリングをお試しください。
本機と相手機器の双方がペアリングモードに
なっているかご確認ください。
19

購入後 1 年間は
また、購入後 30 日間は

※上記図は一例です。L Rどちらでも単体使用
が可能です。
3

イヤホンが収まった状態で充電ケース
の蓋を開ける、
または、電源OFFの状
態で MFBを2秒間長押しすると電源
がONになります。

8

◆ Bluetooth

２．初回起動であればすぐにイヤホンが接続
相手機器とのペアリングモードに入ります。
この状態になると、接続相手機器の
Bluetooth接続対象として表示されるよう
になりますので、
「JPRiDE TWS - 5 ANC」
をタップしてください。

2

◆ 電源オン

◆ 左が点滅

満充電
7

接続出来ない場合にはペアリングモードへ

JPRiDE TWS-5 ANC

ボタン操作

LED 表示：ケース充電中

◆ 左、
真中、
右が点灯

6

残っている場合、約7秒間接続を試行し、

１．L と Rイヤホンをケースから取り出すと
電源がONになります
（順番はどちらが先で
も構いません）
その後、LとRのイヤホンが接
続されます。

イヤーピース
（3サイズ）

電池残量が 67%以上

※充電されない状態が長期間続くと、バッテ
リーの寿命が著しく失われる可能性があり
ます。
少なくとも1ヶ月に1回は充電すること
をお勧めします。

※ イヤホン起動時、過去に接続した記録が

４．L / R 表記

1

充電する

ペアリング（接続相手機器の登録）
をする

着信時、L もしくは R のMFBをタップ
着信時、L もしくは R のMFBを1.1秒間
長押しし続ける
◆ 通話を終了
通話中に L もしくはR のMFBをダブル
タップ（約0.6秒以内に2回タップ）
◆ 音声アシスタント
（siri等）の起動
R のMFBを約1.1秒長押し
※機種やOSによって動作が異なる、
もしくは非対応の場合がございます。
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◆ 接続相手デバイスの情報をリセットする
イヤホンを充電ケースで充電している状態で
L と R を同時に5回タップ
※ 消去が成功すると、
ランプが青く4回点滅
後、充電状態に戻ります。

◆ 左右イヤホンの接続
※ 何らかの理由で左右イヤホンの 接続
が解除されてしまった場合にのみ行って
ください。
１．スマートフォンまたはPC とイヤホンが
接続されない状態にしてください。
（BluetoothをOFFにする等）
２．L と R をケースから取り出してください
（自動的に電源がONとなります）。
３．MFBをトリプルタップ（約0.6秒間に3回
タップ）
してください。
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Q４：接続は出来たが、音声が聞こえない。
A ４：問題の切り分け※Q2 後、ペアリングを
完了している双方の機器（本機とスマートフ
ォン等）の音量設定やミュート設定をご確認
下さい。双方の機器の対応プロファイルをご
確認ください。PC等の場合には、PCで本機
を音声出力先に設定する必要があります。音
声出力先の設定方法は、相手機器（PC等）側
の取扱説明書をご確認ください。

Q7：充電が出来ない。
A 7：充電ケーブルや充電口を清掃してくだ
さい。※故障の原因となりますので、水等
で濡らさないようご注意ください。
接触に問題がないかの確認と、お持ちの場
合は一旦別のUSBケーブルで充電して、問
題の切り分けを行ってください。1日程充
電をお試しください。

Q5：音飛びやノイズが発生する。
A 5：問題の切り分け※Q2 後、双方の機器が通
信距離の範囲内にあることをご確認下さい。
また、周辺に電波干渉（無線や電化製品、
Wi-Fi）が無いことをご確認ください。

Q8：通話音声が聞こえない / 安定しない。
A 8：問題の切り分け※Q2 後、発信側と受信
側のスマートフォンの各種設定（ミュート
設定や音量設定）と、本機の音量設定をご
確認下さい。本機とスマートフォンが通信
距離の範囲内にあることや、周辺に電波干
渉（無線や電化製品、Wi-Fi）が無いことを
ご確認ください。

Q6：電源が入らない。
A 6：ご使用前に充分な充電を行ってから、電
源が入る（ LEDライトが点滅する）まで長押
しを続け、電源のONをお試しください。
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