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1. Introduction

2. Package Contents

Thank you for purchasing the AUSDOM M05 Bluetooth Headset. The 
Headset provides foldable design and 180° rotated ear cups for easy 
storage and carry. Artificial protein leather of earmuffs simulated to 
human skin texture, giving you long-time comfort. Build-in rechargeable 
battery provides more music playing and standby time.
M05 also can be used both wired and wirelessly via Bluetooth 4.0 to 
communicate with your Bluetooth-enabled device till 10 meters range. 
It's powerful and rich bass speaker transmit brings you amazing audio 
enjoyment.

1. Bluetooth headset*1
2. Micro USB charging cable*1
3. 3.5mm audio cable*1
4. User manual*1
5. Mesh bag*1

3. Product Overview

4. Charging the Battery
Connect the micro USB charging cable to any power source and the 
USB interface for charging located on the side of the ear cup. The 
headset LED turns to solid red during charging. It takes about 3-6 hours 

Bluetooth Headset English

Micro USB Charging cable 3.5 Audio cable

Micro USB interface
for chargingAudio jack
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Microphone
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for the first charge and after charging for as long as 2-3 hours. When 
the battery is fully charged the LED turns off.

You can also use the Bluetooth function during charging but will extend 
the charging time. If you use the audio cable or turn the headset off for 
charging that will not affect the charging time.

When the battery is low, the LED flashes red. At the same time M05 
also provides a low battery warning tone.
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Connect the micro USB charging cable to any power source and the 
USB interface for charging located on the side of the ear cup. The 
headset LED turns to solid red during charging. It takes about 3-6 hours 

Note:  It is strongly recommended fully charging for the first use.

5. Pairing with Bluetooth Devices

Before pairing the headset with your computer, please make sure your 
computer or laptop has the built-in Bluetooth feature. If not, you must 
purchase a Bluetooth dongle, preferably version 2.1 or above.

1. Make sure the headset is off.
2. Start the Bluetooth program in the computer.
3. The “Search new device” screen will be displayed.
4. Do not place both devices more than one meter away from each 
other.
5. Press the power button for 8-10 seconds until the LED flashes blue 
and red alternately to enter pairing mode. You will hear “Ready to pair, 
turn on Bluetooth , the pin code is 0000”. (4 zero)
6. As soon as the system detects the new device and select “AUSDOM 
M05".
7. If your computer ask you to enter the PIN code, please enter 0000(4 
zero). Once successfully paired, the LED turns to solid blue. You will 
hear “Connected”
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5-2 Pairing the headsets with a phone

5-1Pairing the headsets with a computer

Micro USB charging cable

Micro USB interface for charging

Any power source for USB use

for the first charge and after charging for as long as 2-3 hours. When 
the battery is fully charged the LED turns off.

You can also use the Bluetooth function during charging but will extend 
the charging time. If you use the audio cable or turn the headset off for 
charging that will not affect the charging time.

When the battery is low, the LED flashes red. At the same time M05 
also provides a low battery warning tone.
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5-3 Connecting to paired devices

1. Make sure the headset is off.
2. Do not place both devices more than one meter away from each 
other.
3. Press the power button for 8-10 seconds until the LED flashes blue and 
red alternately, which means pairing mode. You will hear “Ready to pair, 
turn on Bluetooth , the pin code is 0000”. (4 zero)
4. Start Bluetooth function on your phone and search for new 
devices.
5. Select the “AUSDOM M05” to pair. Once successfully paired, the 
LED turns to solid blue. You will hear “Connected”.

M05 will pair with the last paired device automatically when turned on. But 
for some computers or laptops you will need to manually pair every time.

6. Making and Answering a Call

6-1 Making a call

1. Make sure the headset is pairing to the mobile phone. Dial through 
the mobile phone and press the call button on the phone. 
2. To end a call, press the power button once again or also end the call 
directly by the phone.

Bluetooth Headset English

Note:  There will be a prompt voice when first pairing.

6-2 Answering a call

Make sure the Headset is pairing with your phone. Please refer to chapter 
5. Pairing with Bluetooth devices.
1. When a call is incoming, the headset will ring. The LED flashes red 
twice every 2 second.
2. Press the power button on your headset or the answer button on 
your phone to answer the call. If there is the music playback, it will pause.
3. To end a call, press the power button once again or also end the call 
directly by the phone.
4. As soon as the call is ended, the music will continue to play 
automatically.

Note:  The microphone can't work when using as wired headset.



7. Using a Wired Headset
There is a 3.5mm audio jack on the side of ear cup and included audio 
cable for wired use. This allows you to use the audio function with other 
devices without having Bluetooth or when the battery is low.

Bluetooth Headset English

Hear sounds from the headset and 
talk with the build-in microphone

Dial or answer a call 
through the mobile phone
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Note:  The microphone can't work when using as wired headset.

Pairing with a phone
1. Answer a call
2. Play media

Bluetooth distance
10 meter

Pairing with a computer
1. pin code=0000
2. Play media

Using as a wired headset 
a audio cable for wired use

8. Control Instructions

End a call Press the power button

Increase volume Press the Volume Up V+ button

Decrease volume Press the Volume Up V- button

Answer a call The LED flashes red twice every 2 second and 
press the power button to answer the call.

Reject a call Press and hold the power button for 2 seconds

Function Operation

Power On
Press and hold the power button 3 seconds. And 
the LED flashes blue and sounds “Power on”. 
Then the LED flashes blue every 1 seconds.

Power Off Press and hold the power button 4 seconds. And 
the LED turns to red and sounds “Power off”.
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Switch the call between 
a phone and a headset

Press and hold the power button for 2 seconds to 
switch the on line call between a phone and handset

Answer a new call and 
hang up the current call Press the power button

Keep the current call
and answer a new call

Press and hold the power button

Play media Press the power button

Pause/restart media
playback

Skip to next track

Skip to previous track

Press the power button

Long press V+ button

Long press V- button

Redial the last number Press and hold the power button for 2 seconds

Note:  
M05 will pair with the last paired device automatically when turned on. But 
for some computers or laptops you will need to manually pair every time.
There will be a prompt tone when the volume reaches the minimum or 
maximum level.
The microphone can't work when using a wired headset.

9. Take Care Your Headset

Avoid exposing to
liquids and rain

Avoid exposing to
extremely temperature

Avoid dropping
from high places

- Store the Headset with power off and in a dry environment.
- If you don’t use the headset for a long period, charging the battery 
every 2 months for 1-2 hours.
- Use a dry cloth for cleaning if needed.
- Avoid dropping the headset from high places or on hard surfaces.
- Avoid exposing the headset to extreme temperature. 
(Recommended Storage temperature is -25˚C-60˚C.
- The headset is NOT waterproof. Avoid exposing the headset to rain or 
getting liquids into any button port or other openings.
- Please don’t twist or bend the headset. This may cause permanent 
deformation.
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10. Protecting your Hearing
The Headset is held close to your ears, so loud sounds pose a potential 
hearing risk. It is highly recommended that setting low volume level 
before putting on the headset and avoiding exposing yourself 
continuously to high volumes.

11. Troubleshooting
Q: The headset cannot be turned on.
A:The battery may be flat. Please recharge the battery and try again. 
Refer to chapter 4. Charging the Battery.

Q: Why doesn’t the headset pair with the mobile phone?
A:Please check the followings.
- Check that the headset is charged and is in pairing mode.
- Make sure that the mobile phone's Bluetooth function is on.
- Make sure that the two devices are in the effective pairing 
range. (10 meters)
- Make sure that there is no obstacle between the headset and the 
mobile phone, such as electronic equipment and a wall.
- Furthermore, you can try restarting the headset and pairing it with the 
mobile phone again.
Q: There is some noise.
A:Bluetooth is a radio technology, so it is sensitive to obstacles 
between the headset and the pairing device. Please make sure that 
there is no obstacle between the two devices and is within the range. 
(10 meters)

Q: I can't hear sound.
A:Please check the followings.
- Try increase the volume.
- Make sure that the Bluetooth function is on and whether the two 
devices are connecting and in the range. (10 meters)

Q: My mobile phone or computer cannot find the headset.
A:Please check that the headset is in pairing mode. Refer to chapter 5. 
Pairing with Bluetooth devices. Sometimes when the headset is 
connected too many Bluetooth devices, it cannot search and pair 
effectively. Or your mobile phone and computer are already connected 
to many other devices. Try removing some connections before 
searching the headset.
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12. Specifications

Microphone
Spec.

Microphone Unit Φ 6*5mm
Omni-directional
-58±2dB S.P.L at 1KHz
≤2.2KΩ

100Hz-10,000Hz

Speaker Spec.

Bluetooth
Spec.

Battery Spec.

Directivity
S.P.L

32ΩImpedance
90±3dB S.P.L at 1KHzS.P.L
20mW

20Hz-20,000HzFrequency response

50mW
Aggregate
capability

Rated power

Impedance

Φ40mmSpeaker diameter

2.40GHz-2.48GHzTransmission
frequency

4.0+EDRBluetooth version

Class 2 0.025-2.5MwTransmission power
HSP/HFP/A2DP/AVRCPSupport profile
AUSDOM M05Pairing name 
Built-in 400mah rechargeable
lithium batteryBattery type

Micro USBCharging port
About 20 hours talking/About 20 
hours music playing timeRunning time

10mBluetooth
distance

Standby time More than 250 hours
Charging time 2-3 hours

-25oC~60oC
Storage
temperature

-10oC~45oCOperating
temperature

Frequency
response

4.5VOperating voltage
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AUSDOM M05 Bluetoothヘッドセットのご購入ありがとうござい
ました。ヘッドセットは、折り畳み式のデザインが施されており、
180°イヤーカップを回転させ、持ち運びや入れる場所の為にも便
利です。長時間の使用にも、人工皮革のイヤマフは人間の肌にとっ
て心地よい様に作られているので、気持ち良いです。内蔵された充
電可能なバッテリーがより多くの音楽の精製やスタンバイ時間を
提供してくれています。
M05は又、 Bluetooth4.0を介してワイヤレス又ワイヤーの両方で
利用可能です。お使いのBluetoothとの通信も-１０メートル幅ま
での距離ならば機器と可能となっています。   パワフルでリッチな
低音スピーカーが素晴らしい音響の楽しみをお届けします

1．イントロダクション

マイクロUSB充電ケーブルを如何なる電源あるいはイヤーカップ
の脇にある充電用のUSBインターフェースと接続させてください。
ヘッドセットのLEDが充電中には赤く点灯します。初めての充電時

4．バッテリー充電

Bluetooth ヘッドセット*1
マイクロ USB 充電ケーブル*1
3.5mm 音声ケーブル*1
ユーザーマニュアル*1
メッシュバッグ*1

2．梱包内容

3．製品概略

ブルートゥースヘッドセット 日本語

マイクロUSB充電ケーブル 3.5オーディオケーブル

マイク

電源ボタン
音量減
音量増

前曲

再生・一時停止

次曲

音声ジャック
マイク USBインタ
ーフェース充電用

LED

には約―６時間かかりますが、その後は、２-３時間で充電するこ
とが可能になります。バッテリーが充電されると、ＬＥＤ掲示板の
点灯が消えます。
 Bluetoothの機能も使用可能ですが 充電時間が延びる可能性が
あります。音声用のケーブルあるいはヘッドセットを充電中にオフ
にすれば充電時間には影響がありません。
バッテリーが低下すると、赤いＬＥＤが点滅します。同時にM05が
バッテリー低警告音を発生させます。
注意：初めて使用する際には、完全に充電することを強く推奨します。
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ブルートゥースヘッドセット 日本語

マイクロUSB充電ケーブルを如何なる電源あるいはイヤーカップ
の脇にある充電用のUSBインターフェースと接続させてください。
ヘッドセットのLEDが充電中には赤く点灯します。初めての充電時

お使いのコンピュータとヘッドセットをペアリングされる前に内蔵
のBluetooth機能があることを確認して下さい.
お使いのコンピュータにbluetoothがない場合には、Bluetoothド
ングルを2.1バージョンあるいはそれ以上の物をご購入いただく必
要があります。
1. ヘッドセットがオフになっているかを確認して下さい。
2. コンピュータ内のBluetooth プログラムを起動して下さい。
3. 新しい装置を検索する”画面が表示されます。
4. お互いの装置が1メートル以上離れることがない場所に機器を
設置して下さい。
5. ８-１０秒間電源ボタンを押してペアリングモードにとして、LED
が赤青交互に点滅するまで待ってください。 “ペアリング準備”と流
れたら,  Bluetoothの電源をオンにして下さい。 ピンコードは”
0000”です.（４つのゼロ）
6. 新しい機器をシステムが検出したら“AUSDOM M05"を選択して
下さい。
7.お使いのコンピュータがＰＩＮコードを要求した場合には、
0000（4つのゼロ）を入力して下さい。正常にペアリングされると
LEDが青く点灯します。「接続」と言う言葉が流れます

5-1.  コンピュータとのヘッドセットとのペアリング

充電用マイクロUSBインターフェース

USB用の電源にさす

マイクロUSB充電用ケーブル

5．Bluetooth との交信

には約―６時間かかりますが、その後は、２-３時間で充電するこ
とが可能になります。バッテリーが充電されると、ＬＥＤ掲示板の
点灯が消えます。
 Bluetoothの機能も使用可能ですが 充電時間が延びる可能性が
あります。音声用のケーブルあるいはヘッドセットを充電中にオフ
にすれば充電時間には影響がありません。
バッテリーが低下すると、赤いＬＥＤが点滅します。同時にM05が
バッテリー低警告音を発生させます。
注意：初めて使用する際には、完全に充電することを強く推奨します。
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ブルートゥースヘッドセット 日本語

1. ヘッドセットがオフになっているかを確認して下さい。
2. お互いの装置が1メートル以上離れることがない場所に両方の
機器を設置して下さい。
3.８-１０秒間電源ボタンを押してLEDが赤青交互に点滅するまで
待ってください、それがペアリングモードになっていることの証明
です。「ペア準備Bluetoothを点けて下さい」という言葉が聞かれま
したら , ピンコードは 0000”です.（４つのゼロ）
4. Bluetooth機能を お使いの電話で起動して、新しい機器を検索
して下さい、
5.“AUSDOM M05” をペアリングする、を選択して下さい、正常にペア
リングされるとLEDが青く点灯します。「接続」と言う言葉が流れます。

5-2.  電話とのヘッドセットとのペアリング

M05は最後に交信した機器とオンにするとすぐにペアリングします
。しかし、いくつかのコンピュータやノートパソコンは毎回手動で
ペアリングする必要がある場合もあります
注意：初めてペアリングすると、プロンプトボイスが流れます。

1.ヘッドセットが携帯電話とペアリングしていることを確認して下
さい。携帯電話を通してダイヤルして、電話の通話ボタンを押して
下さい。 
2.通話を終えるには、電源ボタンをもう一度押すか、電話の通話終
了ボタンを直接押して下さい

5-3. 以前に交信した機器との接続

6. 通話するあるいは電話に応答する。
6-1. 通話する。

6-2. 電話に応答する。
ヘッドセットが携帯電話とペアリングしていることを確認して下さ
い。
５章を参照して下さい。Bluetooth機器とのペアリング
1. 電話の着信がある時は、ヘッドセットで着信音が鳴ります。LED
表示が２秒毎に赤く点滅します。
2. お使いのヘッドセット上の電源ボタンを押すかお使いの電話の
応答ボタンをそして応答して下さい。音楽の再生中の場合には、一
時停止します。
3. 通話を終えるには、電源ボタンをもう一度押すか、電話の通話終
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ブルートゥースヘッドセット 日本語

3.5ｍｍの音声ジャックがイヤカップの脇にありにまたワイヤー使用
の為の音声ケーブルが付属されています。これによって、Bluetooth
なしでも、他の機器と音声機能をあるいはバッテリーが低い時で使
用することを可能にします。
注意：ワイヤー付きのヘッドセットをご使用中は、マイクは作動いた
しません。

7．ワイヤー付きヘッドセットの使用

8．コントロールインストラクション

了ボタンを直接押して下さい。
4. 通話が終了すると、自動的に音楽の継続再生が始まります。
注意：ワイヤー付きのヘッドセットをご使用中は、マイクは作動い
たしません。

ヘッドセットから音声が聞こえ
内蔵マイクから話すことが可能

携帯電話を通して
通話あるいは応答する

電話とペアリング
1.通話に応答する
2.　メディアの再生

コンピュータとのペアリング
1.ピンコード＝0000
2.メディアの再生

Bluetooth 距離
１０メートル

ワイヤー付きヘッドセットとして使用する
ワイヤー使用の為の音声ケーブル

電源オン

電源オフ

音量増量

約3秒間電源を長押しするLEDが青く点滅して「電
源オン」というボイスが流れます。そしてLEDが青
く毎秒点滅します。
4秒間電源を長押しするLEDが赤く点灯して「電源
オフ」とうボイスが流れます。
音量アップＶ+ボタンを短く押します。

音量低下 音量アップＶ-ボタンを短く押します。

電話に応答する LEDが２秒ごとに赤く点滅したら応答するために
電源ボタンを押して応答します。

機能 操作
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ブルートゥースヘッドセット 日本語

注意： 
M05は最後に交信した機器とオンにするとすぐにペアリングします。
しかし、いくつかのコンピュータやノートパソコンは毎回手動でペア
リングする必要がある場合もあります。
プロンプトトーンがボリュームが最小あるいは最大レベルに達成し
た時に鳴ることがあります。
ワイヤー付きのヘッドセットをご使用中は、マイクは作動いたしません。

- ヘッドセットを保管するときは、電源をオフにして乾燥した環境に
しまってください。
- 長期間にわたって、ヘッドセットを使用されない場合には、２か月
ごとに１-２時間バッテリーを充電して下さい。
- クリーニングが必要な場合には、乾いた布を使用して下さい。
- 高いところからあるいは硬い表面にヘッドセットを落とさない様に
して下さい。
- 非常に高いあるいは低い気温の所にヘッドセットを持って行かな
いで下さい。（推奨保管気温　-２５℃から６０℃
- ヘッドセットは防水性はありません。如何なるボタンポートあるいは
その他の空いている部分からの雨や水分が入るのを避けて下さい。
- ヘッドセットを曲げたりひねったりしないで下さい。それが永久的
な変形を招く可能性があります。

9．お使いのヘッドセットの取り扱い

通話拒否 2秒間電源を長押しする
通話終了 電源を押す
電話とヘッドセット間
の電話をスイッチする。

電話とヘッドセット間のオンラインコールを２秒
間電源ボタンを長押ししてスイッチします。

新しい着信に応答し
現在の通話を終了 電源を押す。

最終ナンバーにリダ
イヤルする
メディア再生

2秒間電源を長押しする

電源を押す
メディア再生を一時停止 電源を押す
次の曲に飛ぶ Ｖ+ボタンを長押し
前のトラックにスキップ Ｖ-ボタンを長押し

通話中の通話を維持
居たままで新規の電
話に応答する。

電源を長押しする
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ブルートゥースヘッドセット 日本語

ヘッドセットを耳に近く強い音量で使用することによって聴覚にリスク
を嵩じさせる可能性があります。低めの音量に設定してヘッドセットを
使って高音量を継続してご自身の耳に当てることを避けることを強くお
勧めいたします。

10. 聴力の保護

Q:ヘッドセットの電源が点きません
A:バッテリーが切れている可能性があります。バッテリーを再充電して
もう一度試してみて下さい。4章を参照して下さい。バッテリー充電中
Q:携帯電話とヘッドセットがペアリングしないのはなぜですか？
A:以下を確認して下さい。
- ヘッドセットが充電されていてペアリングモードになっていますか？
- 携帯電話のBluetooth機能がオンになっていますか？
- 両方の機器が効果的なペアリング範囲に入っていますか？（１０メー
トル）
- 壁と電子機器等のような携帯電話とヘッドセットの間に妨害物がない
か確認して下さい。
- さらに、お使いの携帯電話ともう一度ヘッドセットのペアリングをヘッ
ドセットを再起動させることによって試すことが可能です。
Q:いくらかの騒音がある。
A:Bluetooth はラジオ技術なので、ヘッドセットとペアリング機器との間
の妨害には繊細です。.範囲内にあり二つの機器の間に妨害物がない
かを確認して下さい。（１０メートル）
Q:音が聞こえません。
A:以下を確認して下さい。
- 音量を上げて下さい。
- Bluetooth機能がオンになっていて ふたつの機器が範囲内に接続さ
れていることを確認して下さい。.（１０メートル）
Q:ヘッドセットを使用中の携帯電話あるいはコンピュータで見つけ
ることが出来ません。

11. トラブルシューティング

A:ヘッドセットが充電されていてペアリングモードになっていますか？
5章を参照して下さい。Bluetooth機器とのペアリング
時々、ヘッドセットがBluetoothに必要以上に接続されていて効果的な
ペアリングを検出することが不可能になっている、あるいは、お使いの携
帯電話あるいはコンピュータが他の機器に既に多く接続されすぎてい
る。幾つかの接続をヘッドセットを検索する前に取り外してみて下さい。液体や雨にさらすのを

避けて下さい
非常に高いあるいは低い気温
にさらすのを避けて下さい。

高いところから落とさな
いで下さい。



-7-

ブルートゥースヘッドセット 日本語

12. 仕様

Q:ヘッドセットの電源が点きません
A:バッテリーが切れている可能性があります。バッテリーを再充電して
もう一度試してみて下さい。4章を参照して下さい。バッテリー充電中
Q:携帯電話とヘッドセットがペアリングしないのはなぜですか？
A:以下を確認して下さい。
- ヘッドセットが充電されていてペアリングモードになっていますか？
- 携帯電話のBluetooth機能がオンになっていますか？
- 両方の機器が効果的なペアリング範囲に入っていますか？（１０メー
トル）
- 壁と電子機器等のような携帯電話とヘッドセットの間に妨害物がない
か確認して下さい。
- さらに、お使いの携帯電話ともう一度ヘッドセットのペアリングをヘッ
ドセットを再起動させることによって試すことが可能です。
Q:いくらかの騒音がある。
A:Bluetooth はラジオ技術なので、ヘッドセットとペアリング機器との間
の妨害には繊細です。.範囲内にあり二つの機器の間に妨害物がない
かを確認して下さい。（１０メートル）
Q:音が聞こえません。
A:以下を確認して下さい。
- 音量を上げて下さい。
- Bluetooth機能がオンになっていて ふたつの機器が範囲内に接続さ
れていることを確認して下さい。.（１０メートル）
Q:ヘッドセットを使用中の携帯電話あるいはコンピュータで見つけ
ることが出来ません。

マイクユニット
方向性
S.P.L
インピーダンス
周波数応答
操作電圧
スピーカー直径
インピーダンス

Φ6*5mm
全方向性

インピーダンス≤2.2KΩ
100Hz-10,000Hz
4.5V
Φ40mm
32Ω

推薦レート電源 20mW
集計機能 50mW
周波数応答 20Hz-20,000Hz
Bluetooth バージョン 4.0+EDR
Bluetooth距離 10m
送信周波数 2.40GHz-2.48GHz

サポートプロフィール HSP/HFP/A2DP/AVRCP
ペアリング名 AUSDOM M05

バッテリータイプ 内蔵400mah 再充電可能リチ
ウム電池

充電ポート マイクロＵＳＢ

走行時間 会話時間約２０時間/音楽再
生時間約２０時間

スタンバイ時間 ２５０時間以上
充電時間 2-3時間
操作気温 -10̊C-45̊C
保管温度 -25̊C-60̊C

送信電源 クラス2.　０．０２５-２．５Ｍｗ

S.P.L １ＫＨｚにおいて 90±3 dB S.P.L

１ＫＨｚにおいて  -58±3 dB S.P.L
マイク仕様

スピーカー仕様

Bluetooth 仕様

バッテリー仕様

A:ヘッドセットが充電されていてペアリングモードになっていますか？
5章を参照して下さい。Bluetooth機器とのペアリング
時々、ヘッドセットがBluetoothに必要以上に接続されていて効果的な
ペアリングを検出することが不可能になっている、あるいは、お使いの携
帯電話あるいはコンピュータが他の機器に既に多く接続されすぎてい
る。幾つかの接続をヘッドセットを検索する前に取り外してみて下さい。



For more information, please visit our official website
www.ausdom.com

Your valuable comments and suggestions on improving 
AUSDOM products are welcomed!


