警告
調理台や加湿器の近くなど油煙や湯気があたる場所に設置し
ない。
火災・感電の原因になることがあります。

Synchros S700
取扱説明書

安全上のご注意
ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、
正しくお使いください。また、お読みになった後は大
切に保管してください。
ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人
への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記
載していますので、必ずお守りください。
次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用を
した場合に生じる危害や損害の程度を説明していま
す。

警告

この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡ま
たは重傷を負う可能性が想定される」内容です。

注意

この表示は、取り扱いを誤った場合、「傷害を
負う可能性が想定される場合および物的損害の
みの発生が想定される」内容です。

次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明して
います。
禁止（してはいけないこと）を示す記号です。
分解してはいけないことを示す記号です。
濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。
水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはい
けないことを示す記号です。
指示に基づく行為の強制（必ず実行していただくこと）
を示す記号です。

警告
煙が出る場合、異常なにおいや音がする場合は、すぐに電源
を切る。
煙が出なくなるのを確認して販売店または弊社東京サービス
センターに修理を依頼してください。
水道の蛇口付近や風呂場などの濡れている場所や水気の多い
場所では使用しない。
火災・感電の原因になります。
本機の内部に水などが入った場合は、本機の電源を切り、販
売店または弊社東京サービスセンターに点検を依頼する。
そのまま使用すると火災・感電の原因になります。
アルコール・シンナーなどの引火性溶剤の近くに設置しない。
引火性溶剤が本機内部の電源部品などに接触すると、火災や
感電の原因になります。
分解や改造をしない。
感電の原因になります。

交通安全のために自転車やバイク、自動車の運転中にヘッド
ホンを使用しない
周囲の音が聞こえにくくなるため、交通事故の原因となりま
す。
歩行中、交差点や踏切、工事現場など、周囲の音が聞こえな
いと危険な場所では使用しない
交通事故の原因となります。

注意
ほこりや湿気の多い場所に設置しない。
ほこりの堆積によりショートして、火災や感電の原因となり
ます。
薬物厳禁
ベンジン・シンナー・合成洗剤等で外装をふかない。また、
接点復活剤を使用しない。
外装が傷んだり、部品が溶解することがあります。

電池についてのご注意
電池の液が漏れたときは直ちに火気より離す。
漏液した電解液に引火し、破裂、発火する原因になります。
また電池の液が目に入ったり体や衣服につくと、失明やけが、
皮膚の炎症の原因になります。
● 液が漏れたとき
→ 漏れた液に触れないように注意しながら、直ちに火気より
離してください。乾いた布などで電池ケースの周りをよく
ふいてください。
● 液が目に入ったとき
→ 目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で十分洗い、
ただちに医師の診察を受けてください。
● 液が体や衣服についたとき
→ すぐに水道水などのきれいな水で十分洗い流してくださ
い。
電池について以下のことに注意する。
本製品はリチウムイオン電池を使用しています。リチウムイ
オン電池にはリチウムが含まれており、誤った使用、取り扱い、
廃棄により爆発する恐れがあります。
● 火の中に入れたり、加熱したりしないでください。また、
直射日光のあたる場所、高温多湿の場所、車中等に放置し
ないでください。
● 使用中、保管時等に発熱したり、異臭を発したり、変色、
変形、その他今までと異なる場合は使うのを止めてくださ
い。
● 電子レンジや高圧容器に入れないでください。
● 水、海水、ジュースなどで濡らさないでください。
● 強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。
● 所定の時間を超えても充電が終わらない場合は、充電を止
めてください。
● 本書で指定している以外の方法で充電しないでください。

使用上のご注意
• プラグを抜き差しするときは、コードを無理に引っ張らずにプラ
グを持って抜き差ししてください。
• 汚れは乾いた布で拭き取ってください。その際、内部に息を吹き
かけることはしないでください。

本機の特長

LiveStage™ を使う

密閉型ヘッドホンでもオープンエアタイプのような
音場空間を再現する“LiveStageTM”DSP テクノロ
ジーにより、外でも音漏れせずに広いサウンドステー
ジを楽しめます。音楽や曲などのお好みによってオ
ンにしてください。
高性能 50mm 径ドライバー採用。迫力のある低音再
生と中高域の高解像度の両立、そしてハイスピード
で鮮明なワイドレンジ再生を可能にします。
レザー調イヤパッドには低反発性クッションを採用。
遮音性を高め音質の向上にもつながる適度な側圧で、
長時間のリスニングも聴き疲れしません。
ケーブルは着脱式を採用。使用するスマートホンに
合わせて選べる 2 種類のマイクリモコン付ケーブル
が付属。
※リモコン無しケーブルは付属しません。
• JBL は米国およびその他の国々における Harman
International Industries, Incorporated の登録商標
です。

XX充電する
JBL LiveStage™ をお使いいただくには、本機を充
電する必要があります。
① 本機に充電用ケーブルを接続する。
ヘッドホンケーブルが接続されている場合は、ヘッ
ドホンケーブルを外してください。

② 充電用ケーブルを、お手持ちのパソコンまたは市
販の USB 対応 AC アダプタを使用して、コンセ
ントに接続する。充電時間は約 2.5 時間※です。
※ 充電池が空の状態から満充電になるまでの時間で
す。

• 本機の充電用ケーブルをパソコンと接続して、
USB ヘッドホンとして使用することはできま
せん。
• 充電中は本機を使用することはできません。

付属品
お使いになる前に、以下の付属品がすべてそろって
いることをご確認ください。
 ヘッドホンケーブル（アップル製品対応 3 ボタン
リモコン付き）
 ヘッドホンケーブル（4 極プラグ対応スマートホ
ン用 3 ボタンリモコン付き）
 充電用ケーブル
 ケーブルクリップ
 専
 用キャリングケース
 取扱説明書（本紙）
 保証書（製品パッケージに貼付）

XXLiveStage™ をオン / オフする
本機左チャンネルにある LiveStage™ スイッチを長
押しして、オン / オフを切り換えます。
オフ→オンにすると、電子音が鳴り LED が点灯しま
す。オン→オフにすると、電子音が 2 回鳴り LED
が消灯します。

ヘッドホンケーブルについて

本機には 2 本のヘッドホンケーブルが付属しています。
ヘッドホンプラグの先端の帯が白いほうがアップル製品
対応ケーブル、黒いほうが 4 極プラグ対応スマートホン
用ケーブルとなります。
アップル製品対応ケーブル

白

4 極プラグ対応
スマートホン用ケーブル

黒

LiveStage™ の最大使用時間は約 28 時間です。
電池残量が少なくなると、本機左チャンネルの
LiveStage™ スイッチが点滅します。LiveStage™
をオフにして充電してください。
• 電池の消費を抑えるため、LiveStage™ がオンのと
きに、音声入力がない状態が約 10 分以上続くと、
LiveStage™ は自動的にオフになります。音声の再
生を開始すると、LiveStage™ は自動的にオンにな
ります。

使い方

トラブルシューティング

① ヘッドホンケーブルを選ぶ。
お使いのオーディオプレーヤーやスマートホンに合わ
せて、付属のマイク付きリモコンケーブルを選んでく
ださい。

② ヘッドホンケーブルのプラグを本機に接続する。
ストレートのプラグを本機左チャンネル下部に接続し
ます。

• すべての iPod シリーズで音楽再生が可能です。iPod
nano（第 4 世代以降）、iPod classic（120GB,
160GB）、iPod touch（第 2 世代以降）、iPhone
（3GS 以降）、iPad はリモコンとマイクの両方をお使
いいただけます。iPod shuffle（第 3 世代以降）では
リモコンのみお使いいただけます。
(2013 年 11 月現在 )

原因

解決法

LiveStage™ スイッチを 充電してください。
押してもオンにならない。
音が出ない

ヘッドホンケーブルが本
体やプレーヤーに正しく
接続されているか確認し
てください。

■ 4 極プラグ対応スマートホン用 3 ボタンリモコン
センター 着信時
ボタン

③ もう片方の L 型プラグをオーディオプレーヤーに接続
する。

1 クリックごとに通話を
オン / オフする

音楽再生時 接続するスマートホンの機
種によって使用できるリモ
コン機能および操作方法が
異なります。
※一部のスマートホンでは、操作できない機能がありま
す。
※平型端子および外部接続端子を採用している携帯電話
には接続できません。
※スマートホンの使用方法につきましては、お使いの機
種の取扱説明書をご覧ください。
※最新の対応情報については、弊社ホームページをご参
照ください。

④ ヘッドバンドの長さを調整して装着する。

キャリングケースに収納する
本機と付属のケーブル類を、付属の専用キャリング
ケースに収納して、便利に持ち運ぶことができます。
① 下図のようにハウジングを 90°回転させ、本機を
平たく折りたたみます。

XXリモコンの使い方
リモコンにはマイクが内蔵されておりますので、
iPhone・スマートホンを接続した場合、本機をイヤ
ホンマイクとしてハンズフリー通話も可能です。

② 本機をキャリングケースに収納します。

平たく折り
たたむ

■ アップル製品対応マイク付き 3 ボタンリモコン
（iPhone/iPod/iPad の場合）
センター 着信時
ボタン

1 クリックごとに通話を
オン / オフする

音楽再生時 1 クリック：再生 / 一時停止
2 クリック：次の曲へ
スキップ
3 クリック：前の曲へ
バックスキップ
長押し：Siri へ（対応機種
のみ）
＋/－
ボタン

通話時
音楽再生時

音量の調整

接続したオーディオプ
レーヤーで再生が開始さ
れているか確認してくだ
さい。

イヤパッドを交換する
イヤパッドは消耗品です。日常の使用や長期の保存
により劣化しますので、傷んできたときは交換して
ください。新品のイヤパッドを購入する場合は、弊
社東京サービスセンターにお問い合わせください。

音が歪む

接続したオーディオプレー
ヤーの音量が大きすぎない
か確認してください。

ハーマンインターナショナル株式会社
東京サービスセンター リサイクル係宛
〒 135-0033 東京都江東区深川 1-6-29
結城運輸倉庫（株）内
Tel. 03-5639-3011

ご注意
感電などの危険があるため、本機を絶対に分解しないでく
ださい。

XXオンラインご愛用者登録のご案内

主な仕様
タイプ

XX本機の廃棄について

本機は内蔵電池として充電式リチウムイオン電池を使
用しています。
リチウムイオン電池にはリチウムが含まれており、誤っ
た使用、取り扱い、廃棄により爆発する危険性があります。
本機に内蔵されているリチウムイオン電池はリサイク
ルが可能です。本機を廃棄する際は、一般ゴミなどと
一緒に廃棄せず、下記宛先へ、宅配便の着払いにて発
送してください。

密閉ダイナミック型
（オーバーイヤー）

周波数特性

10Hz ～ 22kHz

感度

102dB/mW

インピーダンス

32 Ω

重量

358g（ケーブル含まず）

入力

φ 3.5mm4 極ステレオミニ（L 型）

電池

リチウムイオン充電池

充電時間※

約 2.5 時間

LiveStageTM
連続使用時間※

最大 28 時間

付属品

• アップル製品対応マイク付
3 ボタンリモコン搭載ケーブル
（1.2m）× 1
• 4 極プラグ対応スマートホン用
マイク付 3 ボタンリモコン搭載
ケーブル（1.2m）× 1
• 充電用ケーブル× 1
• ケーブルクリップ× 1
• 専用キャリングケース× 1
• 取扱説明書（本紙）
• 保証書（製品パッケージに貼付）

※・電池は消耗品です。正しい方法であっても充電・放電を
繰り返すと徐々に使用できる時間が短くなります。
・高温状態で保管すると、電池性能の劣化が早まります。
直射日光があたらず、風通しの良い涼しい場所で保管
してください。
・バッテリー切れの際も、通常のヘッドホンとして使用
可能です。
• 交換イヤパッドおよび専用ヘッドホンケーブルをお買い
求めになる場合は、JBL 製品取扱店またはハーマンイン
ターナショナル株式会社へお問い合わせください。
• 仕様および外観は、製品の改良のため予告なく変更する
ことがあります。

この度は JBL 製品をご購入いただき誠にありがとうご
ざいます。弊社では JBL 製品のご購入者を対象に、ホー
ムページ上にてオンラインご愛用者登録を行っており
ます。ご登録いただいたお客様には、サポート情報や
キャンペーン情報、新製品情報など JBL 製品の最新情
報をお送りいたします。
http://www.harman-japan.co.jp/jbl/
このアドレスでトップページにアクセスし、「ご愛用者登
録」をクリックしてください。
携帯電話からはご登録できませんのでご注意ください。
※ご愛用者登録でご不明な点がございましたら、下記連絡
先へお問い合わせください。
E-mail:support-jp@harman.com
Tel. 050-5561-1560

XXアフターサポート
日本国内のアフターサポートに関する情報は、ハーマンイ
ンターナショナル株式会社ホームページに掲載しています。
http://www.harman-japan.co.jp/
日本国内のアフターサポートに関するお問い合わせは、
ハーマンインターナショナル株式会社 東京サービスセン
ターまでご連絡ください。
ハーマンインターナショナル株式会社
東京サービスセンター
〒 135-0033 東京都江東区深川 1-6-29
結城運輸倉庫（株）内
Tel. 050-5561-1560
E-mail:support-jp@harman.com
http://www.harman-japan.co.jp/
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