
TBM21K　
Bluetooth ヘッドセット　取扱説明書

ご使用前に必ず充電してください

製品構成と各部の名称

ヘッドセットを充電します

USB電源
ポート

ご使用方法

「BM21」選択 → 決定

約1m
以内
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機器検索

ペアリングモード

接続機器とのペアリング・ワイヤレス接続 

電源の入れ方、切り方

操作一覧

音量調整

■ヘッドセット本体

■付属部品
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本取扱説明書をよくお読みになり正しくご使用ください。また、ご使用に
なるスマートフォンの取扱説明書中｢Bluetooth｣に関する項目もあわせ
てお読みください。本取扱説明書は大切に保管し、いつでも参照できるよ
うにしてください。

ヘッドセットと接続機器の切り替え 通話中にマルチファンクションボタンをダブルクリック -

状　態 操　作 表　示

ヘッドセットの充電 microUSB充電用ポートに付属の充電用USBケーブルを接続 充電中⇒ 表示 LED赤【点灯】・充電完了⇒ 表示 LED青【点灯】

電源を入れる 電源スイッチを下にスライドする

電源を切る 電源スイッチを上にスライドする

表示 LED赤青同時【3回点滅】

表示 LED赤青同時【3回点滅】

電源ON状態 表示 LED青【5秒毎に1回点滅】

ペアリングモード 電源を入れた直後 表示 LED青【約40秒点滅】
→ 表示 LED赤青【約2分30秒間交互に点滅】

表示 LED赤青同時【5秒毎に1回点滅】

表示 LED赤青同時【3回点滅】
→ 表示 LED青【約6分間5秒毎に1回点滅】

オートパワーオフ 電源ONの状態で未接続状態が、約6分経過後 表示 LED赤青同時【3回点滅】後、オートパワーオフ

オートパワーオフ解除

電話機能

音声再生

バッテリー LOW警告 -

-

表示LED赤【3回点滅】

音量調整 音量アップボタン（● ●）と音量ダウンボタン（●）を短く押す -

着信時

音声再生時

- 表示LED青【5秒毎に3回点滅】

電話を受ける マルチファンクションボタンを短く押す 表示 LED赤青同時【3回点滅】

表示 LED青【1回点滅】

電話をかける 接続機器側で発信操作 -

通話中 -

-

表示LED赤青同時【3秒毎に3回点滅】

通話を終了する マルチファンクションボタンを短く押す

オートパワーオフ中、マルチファンクションボタンを短く押す

着信拒否 着信時にマルチファンクションボタンを約3秒以上押して離す -

リダイアル ワイヤレス接続時にマルチファンクションボタンを約3秒以上押して離す -

イヤホン部
出荷時にはイヤーパッドが
装着されています。

音量ボタン
(●●)音量アップ・
　 曲送り
(●)音量ダウン・
　 曲戻し

マイク

電源スイッチ

イヤーフック
出荷時にはイヤーフックが
装着されています。

イヤーパッド
出荷時にはイヤーパッドが
装着されています。

充電用USBケーブル

●本製品にはバッテリーが内蔵されています。出荷時には充分に充
電されていませんので、必ずご使用前に充電してください。
●充電には、必ず付属の充電用USBケーブルをご使用ください。
●充電した後も使用時間が極端に短くなった場合は内蔵電池の寿命
です。
※内蔵電池は交換できません。あらかじめご了承ください。
※バッテリーが完全に放電していると、充電中の表示LEDが点灯す
るまでしばらく時間がかかる場合があります。
※バッテリーの残量が少ない状態で使用すると、バッテリーの寿命を
縮める原因となり、待ち受け時間も短くなります。ご使用前には毎
回充電するようにしてください。
※長期間使用しない場合は約6ヶ月ごとに充電してください。
※本製品付属の充電用USBケーブル以外は使用しないでください。
付属品以外のケーブルを使用することにより発生した故障や破
損・事故などにつきましては一切の責任を負いかねます。

①ヘッドセットを付属の充電用USBケーブルで、USB電源ポートに接続
してください。

②充電中は、ヘッドセットの表示LEDが赤く点灯します。
③満充電に要する時間は空の電池状態から約2.5時間です。
④充電が完了すると、表示LEDが青く点灯します。

※付属の充電用USBケーブルは本製品の充電専用です。それ以外の目的には絶対
　に使用しないでください。

※付属充電用USBケーブルを接続する場合、
　接続の向きにご注意ください。

②ヘッドセットの電源スイッチを入れると、ペアリングモードになります。

④接続機器がヘッドセットを認識すると、画面の接続機器リストに本製品の
型式名「BM21」が表示されるので、接続機器を操作し選択してください。

パスキー
「0000」
入力→

決定

パスキー

0000

⑥ヘッドセットと接続機器の接続は、スマートフォンのBluetooth設定画面
で確認してください。

※本製品は複数の機器（最大8台）とペアリングが可能です。同時に２台まで接続（待ち受け）ができます。
※ペアリング情報を削除する場合は、接続機器の登録リストから「BM21」を削除してください。

ターデ楽音「」）PFH（ーリフズンハ「は合場た出が面画択選の」ルイァフロプ応対「類種の器機続接※
どな」トッセドッヘ「」器機スレヤイワ「。いさだくてし択選を」）PCRVA（ンコモリオィデーオ「」）ＰD2A（

は選択しないでください。

⑤接続機器からパスキー（認証コード）の入力を要求さ
れたら「0000」数字のゼロ4つを入力してください。
　※パスキー入力が無い接続機器もあります。

※パスキー（認証コード）はパスコード、PINコード、PINナンバーなどと
表示される場合があります。

※接続機器によっては、パスキー入力画面に移る前に、接続機器の端末
暗証番号の入力を求められる場合があります。その場合は、あらかじめ
決められた暗証番号か、お客様が任意で設定された暗証番号を入力し
てください。本製品のパスキーとは異なりますのでご注意ください。

①接続機器と電源OFF状態のヘッドセットを1m以内に置き、途中に障害
になる物がないことをご確認ください。

●本製品の電源スイッチを下にスライ
ドすると、表示LEDの赤青が3回同時
点滅し電源が入ります。
●電源を切る場合は電源スイッチを上
にスライドすると、表示LEDの赤青が
3回同時点滅し、電源が切れます。

●音量アップボタン（● ●）と音量ダウンボ
タン（●）を短く押して調整してください。

③接続機器のBluetooth設定方法に従い、ペアリングをおこないます。

意
注
ご

意
注
ご

※接続機器により設定方法が異なりますので、必ず接続機器の取扱説明書をお読みいただき、ご不明
な点は各通信会社までお問い合わせください。

意
注
ご

※接続機器との未接続状態が約9分継続すると、
本製品の電源は自動的にOFFになります。接
続状態は、接続機器でご確認ください。意

注
ご

※長押しすると別の機能が働きますのでご注意くだ
さい。

※スマートフォンやアプリによっては、音量設定が必
要な場合があります。スマートフォンの音量設定
方法につきましてはスマートフォンの取扱説明書
やアプリの使用方法などをご覧ください。

意
注
ご

音量をあげる

音量をさげる

音量アップ（● ●）ボタンを押す

音量ダウン（●）ボタンを押す

音量アップボタン（● ●）
音量あげる

▲

短く押す
音量ダウンボタン（●）
音量さげる

▲

短く押す

電源スイッチ

ペアリングモード : 電源スイッチを入れるとはじまります。 

※接続状態は、接続機器の Bluetooth 設定画面で、ご確認ください。

※接続機器によっては表示が変わる場合があります。

初めてご使用の際には、接続機器と本製品を、それぞれ接続相手として登録（ペアリング）する必要があります。

ヘッドセット接続機器



63%

電話機能について

音楽再生/オーディオビジュアル再生

マルチポイント接続

ワイヤレス接続 ワイヤレス接続

スマホAと通話中に
スマホBに着信

スマホA

スマホB

通話中

着信

音量アップボタン（● ●）
チャンネル送り

▲

長押し
音量あげる

▲

短く押す

音量ダウンボタン（●）
チャンネル戻し

▲

長押し
音量さげる

▲

短く押す

マルチファンクションボタン
着信通話に切り替え

▲

短く押す
ワンセグ音声に戻す

▲

短く押す

マルチポイント接続に関するご注意
※マルチポイント接続は2台の接続機器を使用するため、使用する
接続機器側のBluetooth仕様によりマルチポイント接続できない
場合があります。
※マルチポイント接続に関する操作方法、接続機器の適合や組み合
わせについてのサポートは弊社では承っておりません。あらかじめ
ご了承のうえ、ご使用ください。
※マルチポイント接続時には、通話時間、待ち受け時間が単独での
接続時よりも短くなる場合があります。

！電源ONの状態で操作、通話ができない場合は、スマートフォンの
Bluetooth画面で確認してください。
！一度ペアリングをおこなえば、接続機器やヘッドセットの電源を切っ
たり、Bluetooth機能をOFFにするなどして接続が切れた場合でも、
次に使用する際に再度ペアリング操作をおこなう必要はありません。
　ただし、「接続」については、自動で接続までおこなう機種と、接続機
器による接続操作が必要な機種があります。接続機器による接続操
作については、接続機器の取扱説明書をご覧ください。

※以下の場合は再度ペアリングが必要になります。
・本製品を初期化したり、接続機器から本製品との接続履歴が削除された場合。
・ペアリング情報が正しく認識できなくなったり、本製品が操作不能になったり、接続が不安定に
なった場合には、ペアリング情報を削除し再度ペアリングの操作をおこなってください。意

注
ご

接続機器が機器操作機能（AVRCP）に対応している場合は、ヘッドセット
で接続機器の音楽再生（基本操作）ができます。

※接続機器の対応機能については、接続機器の取扱説明書をご確認ください。
※接続機器がAVRCPプロファイルに対応していない場合はご使用できません。
※接続機器によっては、全ての操作に対応しない場合があります。意

注
ご

本製品は2台の接続機器を同時に待ち受け可能なマルチポイント接続
に対応しています。
ただし、「同時待受」はできますが「同時通話」はできません。

①1台目の接続機器とヘッドセットをペアリングしてください。
②一度、ヘッドセットの電源をOFFにしたあと、１台目の接続機器の
Bluetooth電源をOFFにしてください。
③再度ヘッドセットの電源をONにして、２台目の接続機器とペアリン
グしてください。
④再度、ヘッドセットの電源をOFFにしたあと、1台目の接続機器の
Bluetooth電源をOＮにしてください。

⑤ヘッドセットの電源をONにして、各接続機器のBluetooth設定画
面で接続を確認してください。
⑥マルチポイント接続中ヘッドセットの表示LEDは、約5秒間隔で表示
LEDの赤が2回点滅します。

①接続機器に着信したら、マルチファン
クションボタンを短く押してください。
②通話中は、表示LEDの赤青が3秒毎
に3回同時点滅します。
③通話を終了するには、マルチファンク
ションボタンを短く押してください。

①電話をかけるには、接続機器側で
発信操作をおこなってください。

●着信拒否
　着信中に、マルチファンクションボタンを約3秒以上押して離すと、着信
を拒否することができます。

●マルチポイント機能を使い、1台のスマートフォンで通話中に別のス
マートフォンに着信があった場合
スマホAの通話を終了し、
スマホBの通話に切り替える場合
　マルチファンクションボタンを短く押しス
マホAを終了します。

　再度マルチファンクションボタンを短く
押すとスマホBの通話に切り替わります。

スマホAの通話を保留にし、
スマホBの通話に切り替える場合
　マルチファンクションボタンを約1秒押すとスマ
ホAが保留になり再度マルチファンクションボタ
ンを約1秒押すとスマホBの通話に切り替わりま
す。（この操作を繰り返すことによりスマホAとス
マホBの切り替えができます。）

　また、通話中の接続をきりたい場合は、マルチファ
ンクションボタンを短く押すと着信を切り、保留
中の通話に切り替わります。

※マルチファンクションボタンを長押しすると別の機能が働いたり電源が
OFFになりますのでご注意ください。

※ヘッドセットのイヤホン部から聞こえる着信音は、接続機器に設定した音
とは異なる場合があります。着メロなどを設定している場合も同様です。

※接続機器本体から着信音が鳴動するように設定している場合、ヘッドセッ
トのイヤホン部からは着信音が聞こえない場合があります。

※通話状態になるまで、少しタイムラグが発生する場合があります。

意
注
ご

※着信拒否時の状態は、スマートフォンの機種や設定により異なります。
　例：着信を遮断する・接続できない旨のアナウンスが流れる・留守番電話サービスに接続す 
　　るなど、詳しくはスマートフォンの取扱説明書をご確認ください。

※スマートフォンによっては本機能に対応していない場合や、対応していても相性により動作が不
安定な場合があります。

意
注
ご

●リダイアル
　接続機器が待ち受け時に、マル
チファンクションボタンを約3秒
以上押して離すと、接続機器か
ら最後に発信した番号に発信し
ます。

※接続機器によっては本機能に対応してい
ない場合や、対応していても相性により
動作が不安定な場合があります。意

注
ご

※接続機器によっては本機能に対応して
いない場合や、対応していても相性に
より動作が不安定な場合があります。意

注
ご

※接続機器によっては発信後、マルチファ
ンクションボタンをダブルクリックし、
音声通話を接続機器からヘッドセットに
切り替える必要があります。意

注
ご

②通話を終了するには、マルチファ
ンクションボタンを短く押してく
ださい。

※接続機器によっては、ヘッドセットから
音声が聞こえるまでに数秒かかる場合
があります。

※長押しすると別の機能が働いたり電源
が切れたりしますのでご注意ください。

意
注
ご

※スマートフォンによっては本機能に対応していない場合や、対応していても相性により動作が不
安定な場合があります。

※ヘッドセットで、スマホAの通話中に、スマホBの着信を拒否する操作はありません。スマホBで
着信拒否操作を行ってください。意

注
ご

電話を受ける 電話をかける

①ヘッドセットで通話中に、マルチ
ファンクションボタンをダブルク
リックすると、接続機器での音声
通話に切り替わります。
②再度、マルチファンクションボタ
ンをダブルクリックすると、ヘッ
ドセットでの通話に戻ります。

ヘッドセットで通話中、ヘッドセットと接続機器の切り替え

音楽の再生/停止
①マルチファンクションボタンを短く押
すと、音楽が再生されます。
②再度、マルチファンクションボタンを
短く押すと、音楽が停止します。

音楽の曲送り/曲戻し
●再生中に音量アップボタン（● ●）を長
押しすると、次曲に曲送りされます。
●再生中に音量ダウンボタン（●）を長押
しすると、曲頭に曲戻しされます。

ワンセグ視聴時の操作
本製品は、SCMS-T方式で保護された音楽やワンセグ音声に対応してい
ます。接続機器でのワンセグ視聴中に、ヘッドセットで基本操作をおこな
うことができます。

※接続機器がAVRCPプロファイルに対応していない場合はご使用できません。
※接続機器によっては、全ての操作に対応しない場合があります。
※接続機器がSCMS-T方式に対応していない場合はご使用できません。意

注
ご

チャンネル操作
●音量アップボタン（● ●）を長押しする
と、チャンネルを一つ送ります。
●音量ダウンボタン（●）を長押しする
と、チャンネルを一つ戻します。

音量調整
●音量アップボタン（● ●）を短く押すと、
音量をあげます。
●音量ダウンボタン（●）を短く押すと、
音量をさげます。

音楽再生中に着信通話をする
①接続機器に着信があると、音楽が一
時停止し、ヘッドセットから着信音が聞
こえます。
②ヘッドセットのマルチファンクションボタ
ンを短く押すと、通話状態になります。
③通話が終了しましたら、マルチファン
クションボタンを短く押してください。
自動的に音楽再生に戻ります。

※接続機器の設定により着信音がヘッドセットから聞こえない場合があります。
　詳しくは接続機器の取扱説明書をご確認ください。
※接続機器によっては、通話終了後自動で音楽再生に戻らない場合があります。
　その場合は、接続機器で音楽再生をおこなってください。意

注
ご

視聴中に着信通話をする
①接続機器に着信があると、音声が一
時停止し、ヘッドセットから着信音が聞
こえます。
②ヘッドセットのマルチファンクションボタ
ンを短く押すと、通話状態になります。
③通話が終了しましたら、マルチファン
クションボタンを短く押してください。
自動的にワンセグの音声に戻ります。

※接続機器の設定により着信音がヘッドセットから聞こえない場合があります。
　詳しくは接続機器の取扱説明書をご確認ください。
※接続機器によっては、通話終了後自動でワンセグの音声に戻らない場合があります。
　その場合は、接続機器でワンセグの音声操作をおこなってください。意

注
ご

音量アップボタン（● ●）
曲送り

▲

長押し
音量あげる

▲

短く押す

音量ダウンボタン（●）
曲戻し

▲

長押し
音量さげる

▲

短く押す

マルチファンクションボタン
音楽再生/停止

▲

短く押す
着信通話に切り替え

▲

短く押す
音楽再生に戻す

▲

短く押す

マルチファンクションボタン
着信

▲

短く押す
通話終了

▲

短く押す
マルチファンクションボタン
通話終了

▲

短く押す

マルチファンクションボタン
リダイアル

▲
約3秒以上押して離す

マルチファンクションボタン
ヘッドセットから接続機器へ

▲

ダブルクリック
ヘッドセットに戻す

▲

ダブルクリック

接続機器で
発信操作を
行う

通話の切り替え

ヘッドセット 接続機器

iPhone専用機能電池残量確認

残量多い 残量少ない

※OSのバージョンにより表示が異なる場合
　があります。

ヘッドセット電池残量表記

iPhoneでヘッドセット電池残量の確認ができます。

※３台以上の接続機器をペアリングしている場合には、最後に接続した 2 台の接続機器
に自動的にマルチポイント接続されます。


