
取扱説明書

Endearシリーズ（型番:DE-TW-01）v1.02



本ページは、国内の正規取扱店でのみご購入された方向けとなり、よって保証内容も国内代理店の保証書の内容を優先する
ものとします。

この度はDearearの完全ワイヤレスBluetooth イヤフォンEndearをお買い上げ頂きありがとうございま
す。本機をご使用になる前にマニュアルをお読み下さい。Endear Bluetooth イヤフォンは最高の音楽
をお楽しみいただけるよう、最新のBluetoothテクノロジーで設計されております。Eandear は簡単に
携帯電話・スマホ・その他Bluetooth機能を搭載しているNotebook・iPod・タブレットに接続し、音楽
を聴いたり電話応答が可能です。Eandear はBluetooth v4.1に準拠し、HSP, HFP, A2DP, AVRCPのプ
ロファイルをサポートしています。

• 安全にご使用頂く為に

• 1)この取扱い説明書をよく読んで、内容に従って下さい

• 2)高い場所からの落下などは不具合発生の原因となります

• 3)湿度の高い場所での保管や使用、水や液体をかけないで下さい。もし水がかかった場合などは、本機のご使用
を止めて下さい。感電や破裂などで本機の故障、もしくはご自身の怪我につながる場合があります。

• 4)本機を高温になる場所に置かないで下さい。（例：直射日光、ラジエーターやストーブ等の熱を発する物の近
く。製品の破損、性能劣化、バッテリーの消耗等の原因になります）

• 5)ご自身での本機の修理、改造、分解（特にバッテリー）はお止め下さい。保証の対象外となります。

• 6)本機の上に重たい物を載せないで下さい

• 7)充電には付属品を必ずお使い下さい

• 8)長期間ご使用にならない時や、落雷発生時には充電ケーブルを外して下さい

• 9)使用方法を誤りますと、バッテリーから発火や火災の原因となりますのでご注意下さい



付属品：

• 1x Comply Ear Foam Set

• 3x Ear Caps & Hook Set (S, M, L)

• 1x マイクロ USB ケーブル



スペック：
完全ワイヤレスイヤフォン

• Bluetoothバージョン：V4.1

• 周波数特性: 20Hz - 20kHz

• インピーダンス: 16 ohm

• 感度: 95dB

• ドライバー: ダイナミック(8mm ネオジウム）

• サポートコーデックス: SBC

• サポートプロファイル: HSP,HFP,A2DP,AVRCP

• 電波到達範囲：最大10ｍ

• IPX4（防汗）

• フル充電時で最大2.5時間連続再生

• カプセル充電にて＋17.5時間再生可能（計20時間）

• 充電カプセルバッテリー容量：800mAh

• イヤピースバッテリー容量： 100mAh

• スタンバイ時間：カプセル700時間、

イヤピース100時間

• フル充電時間：２時間

• マイク機能付（電話応答可能）

• イヤピースのマルチファンクションボタンにて
Play/Pause・通話応対操作可能

• チャージングケースバッテリー容量：800ｍAh
3.7V

• ポリマーイオンバッテリー



LEDインジケーター

イヤチップ（３ペア）＋
コンプライ社製フォーム
イヤチップ（１ペア）

マルチ機能ボタン（MFB）： 電源ON/OFF、
電話応対/通話終了、Play/Pause, ペアリング
などの操作ができます

LEDインジケーター
マイクロUSB充電ポート

マイクロUSB充電ケーブル（１本）

充電ケース（１個）

充電端子

内蔵マイク

イヤフック（３ペア）

トゥルーワイヤレス
イヤフォン本体（１ペア）

製品について



イヤフォン本体を
充電ケースに装填

白ライト
点滅

約35分でイヤフォン
の充電ライト消灯

イヤフォンの充電について

青ライト点灯

準備完了
（使用可能）

音楽再生時間

スタンバイ時間

重要：
本機を長時間ご使用に成らない場合はフル充電をお願いします。
完全放電を避ける為にも、最低でも半年に一度は充電をお願いします。



ケースの充電について

Endearが装填されていない場合

青ライト
２時間でフル
充電（ライト
消灯）

青ライト＋
白ライト点滅

Endearが装填されている場合

イヤホン追加充電回数 音楽再生最大時間 最長スタンバイ時間

EndearをiPhoneに接続した際、iPhoneの
画面上に本機と連動し、バッテリー残量
メーターが表示されます。

付属のマイクロUSBケーブルを本機充電ケースの充電
端子に挿し、PC等のUSB端子から充電願います。



Bluetoothの接続について

左右のMFBを約５秒長押し

画面にてDE-TW-01を
選択

左右のイヤフォンが白く
１回点滅

注意
デバイスによってはPINコード
を入力する必要があります
その際は、”0000”と入力願い
ます

左のイヤフォンが白と青に
点滅
右のイヤフォンは毎５秒白
く点滅

接続デバイスの
設定を起動



L側とR側は工場出荷時には
ペアリングされております。
リセット時は左右のMFBを
約8秒間長押し下さい

画面にてDE-TW-01
を選択

接続

L側とR側のペアリングが完了し、
デバイスに接続可能

L側とR側が共に白と青に
点滅

L側イヤフォンが白と青に点滅し、
R側イヤフォンは毎５秒白く
点滅

左右イヤフォンのペアリングについて



電源ON/OFF（デバイスのBluetooth接続がONになっている事をお確かめ下さい）

左右イヤフォンのどちらかの
MFBを５秒間長押し

左右イヤフォンのMFBを
約５秒間長押し

DE-TW0-1画面表示
注意
バッテリーの消耗を防
ぐため、本機が１０分
以上デバイスと
接続されてない場合は、
自動的にパワーOFFと
なります。



通話機能について

通話応答
MFBを一度押し着信に応答

通話終了
MFBを一度押し通話終了

着信拒否
着信時にMFBを長押し

保留
通話中にMFBを１回押すと
Aとの通話が終了し、新着信の
Bと通話が可能

保留
通話中にMFBを長押しすると、
Aとの通話は保留状態となり、
新着信のBと通話が可能

MFBをクリックすると
音楽のPlay/Pauseとなります



保証に関して

• 他人より譲渡された保証書は保証の対象外となります。必ずご
購入履歴を示すレシートと保証書をご購入店か輸入代理店へご
提示願います。並行輸入品、改造品、その他通常な使用方法以
外での故障に関しては保証適用外となります。お買い上げ後の
輸送、移動、落下、天災事変、公害、指定外の使用電源による
故障や損傷に関してはメーカーの保証外となります。

• 保証期間はご購入日より１年となります。 以上



FAQ（よくあるご質問）

• Q:Endearは水洗い出来ますか？

• 製品はIPX４の防汗レベルで。流水等での水洗いはお止め下さい。

• Q:内臓マイクで通話は可能ですか？

• 可能です。

• Q:MFBで音楽のPlay/Pauseの操作は可能ですか？

• 可能です。

• Q:充電ケースに入れて無い状態でイヤピースのバッテリーは何時間持続しますか？

• フル充電時での連続再生時間は約2.5時間です。

（充電カプセルもフル充電されていれば、イヤピースへ計７回充電できます）

• Q:充電カプセルにイヤピースのLとRを装填しても、（片方しか）充電中を示す青LEDが点灯しません。

• 充電中を示す青LEDはL側とR側のイヤピース共に点灯します。充電端子が接点とずれている可能性があり
ますので、一度イヤピースを充電カプセルから取り出し、再度角度に気をつけながら入れ直して下さい。

• 既にフル充電の可能性があります。イヤピースがフル充電されますと、青LEDは消灯します。



FAQ（よくあるご質問）

• Q:EndearがMac・Windows PCにペアリング出来ません。

（ペアリングが出来たとしても“ドライバーのインストールに失敗”と表記されます）

• 本機は携帯電話用(iPhone, Android, Tablet)に設計されております。一部のPC（一部の携帯電話も含め）には、
本機とは互換性の無いプロファイルを搭載しているモデルがございます。

• PCが他の周辺機器と（Bluetooth キーボード、マウス等）既に接続されている可能性があります。Bluetoothの規
格上、1対１のペアリングとなりますので、周辺機器とのペアリングを切断願います。

• Q:YoutubeやNetflixでビデオを観ていると、音声の遅延を感じます。

• 本機は音楽再生専用に設計されておりますので、画像との遅延は仕様上生じ場合がございます。

• Q:モノラルでの使用方法を教えて下さい。

• L側のみで使用可能です。（L側がマスターとなっており、マイクが内臓されてます）

MFBを５秒押しデバイスとペアリング願います。

• Q:デバイスとのペアリングが出来ません。

• 本機が別のデバイスとペアリングされていないかご確認願います。

• もしくは、デバイスが別のBluetooth機器とペアリングされていないかご確認願います。

• 一度接続したいデバイスのBluetooth設定をOFFにし、再度設定を行って下さい。（設定方法は前出のページを参
照ねがいます）

• 本機が十分に充電されているかご確認願います。




