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この度は、本製品をお買い上げいただき誠に有り難うございます。

本製品をご利用になる前に、本紙に必ず目を通していただきますようお願いいたします。

梱包品の確認　※最初に製品がそろっている事をご確認ください

製品本体

イヤーチップ

ポーチ

ユーザーズガイド(本紙）

USB充電ケーブル

各部の名称

充電用USBポート

充電ケース本体

LEDインジケーター

LEDインジケーター

マルチファンクション
ボタン

通話用マイク
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電源を入れる

充電ケース内のバッテリーに残量がある場合場合、ケースから本体を取り出すと、本体は自動的に
電源がオンになります。　（本体の白いLEDインジケーターが1秒間点灯し、本体の電源が入った事をお知らせします。）

本体の白いLEDインジケーターが点灯しない場合、本体の電源がオフになっています。
マルチファンクションボタンを押して、電源を入れてください。

電源を切る

マルチファンクションボタンを3秒間押すことで、電源を切る事が出来ます。
（電源が切れる際に、通知音が2回聞こえます）

充電ケース内のバッテリーに残量がある場合、本体を充電ケースに戻すと、本体は充電のために電源が自動的にオフになります。
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ペアリングする

お手持ちのスマートフォン等の機器と初めて接続する際は、ペアリングを行う必要があります。
ペアリングが完了すると、次回から電源をオンにするだけで自動的に接続されますので、再度ペアリングを行う必要はありません。

本機を初めてご使用になる場合
①本機を充電ケースから取り外します。本体の電源が自動的にオンになった後、自動的にペアリングモードへ移行します。
　この際、本体に内蔵されたオレンジと白のLEDインジケーターが交互に点滅を開始します。
②接続する機器（スマートフォン等）にあるBluetooth設定画面を開き「NOBLE Falcon_L/R」が画面に
　表示されている事を確認し、選択してください。
③接続する機器の画面で本機「NOBLE Falcon_L/R」または「Bluetoothペアリングの要求」が表示されたら
　「ペア設定する」を選択します。その後、接続する機器の画面で「接続」と表示されたらペアリングは完了です。

ペアリングをやり直す場合
①本機を充電ケースから取り外します。この際、すでにペアリングされた機器がお手元にある場合、その機器と
　自動的にペアリングします。
②すでにペアリングされた機器のBluetooth設定画面から、「NOBLE Falcon_L/R」を削除すると、本機は自動的に
　再びペアリングモードへと移行し、本体に内蔵されたオレンジと白のLEDインジケーターが交互に点滅を開始します。
③接続する機器（スマートフォン等）にあるBluetooth設定画面を開き「NOBLE Falcon_L/R」が画面に表示
　されている事を確認し、選択してください。
④接続する機器の画面で本機「NOBLE Falcon_L/R」または「Bluetoothペアリングの要求」が表示されたら
　「ペア設定する」を選択します。その後、接続する機器の画面で「接続」と表示されたらペアリングは完了です。

マルチファンクションボタンの使い方

マルチファンクションボタンを
短く押します

対応する動作

音楽を聴く

電話を受ける

Siriを使う

ボリュームを
調整する

機能

再生する

一次停止する

次の曲を再生する

1つ前の曲に戻る

電話をうける

通話を終了する

応答を拒否する

有効にする

無効にする

音量を上げる

音量を下げる

1回押す

2回押す

3回押す

1秒間押す

1回押す

1回押す

2回押す

3回押す

3回押すか、充電ケースに本体を戻す

1秒間押す

1秒間押す
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充電する

USB充電アダプタ
(付属しません）

USB充電用ケーブル

充電ケース

バッテリーインジケーター

■ 充電方法

　充電ケース背面のUSBポートに付属の充電用ケーブルのUSB-Cコネクタを接続し、USB(A)コネクタをUSB充電

　アダプタなどに接続するとケースの充電が開始されます。充電中はバッテリーインジケータが点滅 （注）します。

　LEDが４つ点灯すると、充電完了です。また、電池残量に応じLEDの点灯数が減少します。

充電ケース内バッテリーインジケーターは残容量に応じて以下のように表示されます

（注）充電ケースおよび本体が充電されているときのLED表示色の違い

充電ケース充電時 本体充電時

充電中

充電完了時

充電中

充電完了時

LEDが白く点灯します

全てのLEDが点灯します

オレンジ色のLEDが点灯します

オレンジ色のLEDが消灯します

使用上のご注意

製品仕様

羽賀さん、出番です！
🤣

島さん、出番です！
🤣



 

Thanks for purchasing NOBLE Falcon bluetooth 5.0 True Wireless Earbuds. 
Please read carefully the instruction manual before use.

Packing List 

Earphone x 1                                                                         Instruction Manual x 1

Ear tips x 3                                                                           USB charging cable x 1 

Storage bag x1
3 

Product Overview  

 
 

Multifunction
button (MFB)

Earbuds LED light

Microphone

LED light

Charging port

Charging case

2 3 ENEN 2









10

FCC Statement

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for 
compliance could void the user's authority to operate the equipment.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class 
B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are 
designed to provide reasonable protection against harmful interference in a 
residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio 
frequency energy and, if not installed and used in accordance with the 
instructions, may cause harmful interference to radio communications. 
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular 
installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or 
television reception, which can be determined by turning the equipment off and 
on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of 
the following measures:
-- Reorient or relocate the receiving antenna.
-- Increase the separation between the equipment and receiver.
-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which 
the receiver is connected.
-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help
This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the 
following two conditions (1)this device may not cause harmful interference, and 
(2) this device must accept any interference received, including interference
that may cause undesired operation.
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