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1. 2.

QuietOn 3の操作方法 QuietOn 3を段階を追って装着する方法

QuietOn 3を気密に設定したことを確認できる方法

つぎに、アクティブノ
イズキャンセルが耐
ノイズを生成し、これ
によりノイズが効率
良く減少されます。

QuietOn 3ノイズキャンセルがオンであることを確認する方法

1. 指で転がすことによりフォー
ムチップを圧縮してください
。デフォルトではフォームチ
ップのサイズは小（S）です。
必ずLという文字のあるイヤ
ホンを左耳に入れ、Rという
文字のあるイヤホンを右耳
に入れてください。

2. フォームパーツを耳に入
れた状態で、耳を後ろに
引っ張ってください。

3. 最適な方向付けを行うた
めにデバイスを後ろに回
転してください。フォーム
が膨張し、シーリングが生
成されるまでに15～30
秒待ちます。

QuietOn 3 を選択いただき、ありがとうございます

Quietudeエクスペリエンスを最大限活かしたいと考えてい
ます。

したがって、デバイスの利用前に、このリーフレットと同梱
されているクイックガイドを注意深く読んでください。以下
の指示に従わないと、製品が損傷を受けたり誤作動が生じ
たり、ユーザーが怪我を負ったりする可能性があります。

入門ビデオ: www.quieton.com/start

重要：
QuietOn 3を効率良く作動させるためには、イヤホンを耳で
気密にシーリングする必要があります。デバイスが気密に配
置されている場合、フォームチップは適切なレベルに正確に
ノイズを減衰させます。

ノイズ信号と耐ノイズ信号が一致する場合のみ、アクティブノ
イズキャンセルが機能します。

1. 正面図から確認できるか
どうかをチェックしてくだ
さい。確認できる場合は、
ぴったりと合わせてくださ
い。

2. フォームチップサイズ（XS、S、M、L）が耳に対して正しいもの
であるかどうかをチェックし、必要に応じて交換してください。
正しいサイズであることを確認するには、耳に入っているとき
にデバイスを押します。外耳道の中で空気圧が変わるのを感
じとれるはずです。

ちょっと待ってください。耳の中にQuietOn 3
を入れた状態で音をまだ聞けるでしょうか？ 

QuietOn 3はノイズのキャンセルを効率良く行いますが、完全に静かな状態を生み出すわけではあり
ません。何もそのようなことを行うものはありません。このグラフはQuietOn 3がイビキに対して機能す
る方法を示しています。QuietOn 3は、壁を通して聞こえてくるヘビーバス音楽や隣で寝ているパートナ
ーのイビキなどの音圧の低周波数のものに対して優れた機能を発揮します。高周波数のものの場合、
ノイズキャンセルは高品質のフォームイヤホンのペアのものと似通ったものになります。したがって、寝
過ごす心配はありません。朝に目覚ましが鳴るのに気づかないことはないのです。イビキが特にうるさ
い場合、部分的に聞こえることはありますが、ノイズレベルは低くなり、寝やすくなります。

耳に毛が生えている場合、気密にする際に問題が生じ、それによりノイズキャンセルパフォーマンスが機能しない可能性
があります。

QuietOn 3を装着している際は、上部側、充電器ケースの前面カバーをイヤホンの近くに配置します。
ケースには、磁場がイヤホンのノイズキャンセルをオフにし、小さな聞こえる音をたてる2つのロック
磁石があります。

ケースが取り除かれている際には、前述の音が再度聞こえるはずです。これは、ノイズキャンセルがオ
ンになっていることを示します。このテストは両方のイヤホンに対して別々に実行できます。

アクティブノイズキャンセルが受け身のノイズの削
減と比べたときにノイズの削減を改善する方法を
本当に確認する場合は、次の方法を試してみてくだ
さい。充電器のケースを取り、セールスボックスに同
梱されている磁石をテストするのです。QuietOn 3
を装着して、キッチンフ—ドなどのローエンドの音
源に近づいてください。

イヤホンの近くにある両方の磁石により、QuietOn 
3ノイズキャンセル機能をオンにしたりオフにしたり
同時に切り替えてください。処理された音と処理さ
れていない音の間の差が明らかになるはずです。

高度なテスト

イヤホンのバッテリーが充電されていることを確認する方法 充電器のケースを充電する方法

バッテリーがフルでない場合、イヤホンは常に充電された状態になり、充電器ケースのバッテリーは
空ではありません。充電は最長で2時間かかります。

1. ケースが閉じられている場合、LEDのライトが呼吸のシーケンスで充電の進捗状況を示します
。バッテリーがフルに近づいているときには常に、より多くのLEDが点灯しています。 

2. ケースが開いている場合、LEDのライトはイヤホンのバッテリーレベルを示します。すべてのラ
イトが点灯している場合、イヤホンはフルに充電されていて、使用の準備が整っています。少な
くとも1つのLEDが点灯している場合（30%を上回っている場合）、1晩に対して充分です。イヤ
ホンがケースから取り出されると、それは自動的にオンになります。

• USB-Cケーブルの小さい端を充電ケースの背後にあるポートにつなげてください。 セールスボ
ックスでUSB-Cケーブルが見つかります。

• 大きな端を携帯電話の充電器または5 Vと最大3 Aを提供しているラップトップのUSBタイプ-A
ポートにつなげてください。

• LEDが充電のステータスを示します。
• 充電は3時間で準備が完了するはずです。
• ケースが開かれている場合、30秒のバッテリーのステータスを示します。
• 少なくとも1つのLEDが点灯している場合（30%を上回る場合）、イヤホンを一度に充電するのに

充分です。

磁石

（点滅中）30%未満です

充電器バッテリーが空です 

（点滅中）30%未満です

充電器バッテリーが空です 

イヤホンのLED

QuietOn 3装着時のノイズ

フォームイヤホン装着時のノイズ

イビキのノイズ

周波数

ノ
イ
ズ

スナップ
充電器のケースのLED

最初のフォームチッ
プは外部ノイズを受
け身で減衰します。



保管 

QuietOn耳栓は、充電ケースで保管してください。「温度範囲」セクションに記載されている保管温度範 囲を
ご参照ください。電池は工場で完全に充電されておりますが、他の電池と同様、自己放電しますの で、使用前
に再充電してください。長期間使用しなかったり充電しない場合、電池が悪化する場合があ ります。保管中も
電池を良好な状態に保つために、少なくとも50日に1回耳栓を充電してください。 

 
クリーニングとメンテナンス 

機能を維持するために、本品をクリーニングすることが重要です。耳垢が耳栓の性能に影響を及ぼすこ とも
ある為、また、QuietOnの性能を維持する為、耳栓のご使用前に耳をきれいにしてください。 

耳栓本体は、乾いた布できれいにしてください。故障の原因となりますので、本品を水、溶剤、有毒化学薬 品
、洗剤、その他いかなる液体で洗浄しないでください。 

フォームイヤーチップは、柔らかく湿った布又は乾いたティッシュで拭いてください。フォームイヤーチ ップ
や耳栓に損傷をきたすので、溶剤、化学薬品、洗剤を使用したり水に浸したりしないでください。 

充電ケース内部に埃やごみが入らないようにしてください。綿棒で内部をきれいにしてください。乾い た布
又は湿った布で外装をきれいにしてください。USBポートにご注意ください。充電用接点が曲がっ たり、損傷
したりすると充電できなくなりますので、充電用接点にご注意ください。 

温度範囲 

耳栓の動作温度範囲: -4°F to 122°F (-20°C to 50°C).  

保管温度範囲(完全キット): -4°F to 122°F (-20°C to 50°C).  

充電温度範囲: 32°F to 113°F (0°C to 45°C). 

警告 

本品は、聴覚保護具ではないので聴覚保護を必要とする状態の為に設計されていません。耳栓は完全に雑
音を取り除きませんので、耳栓の装着時に関わらず聴覚に問題が生じるような騒音に はご注意ください。 

長期保管の場合は、電池を-4°F (-20°C) から122°F (50°C)の間で保管してください。推奨温度範囲外で 本
品を使用又は保管しますと、本品が損傷したり、電池の容量が減少したり、電池の寿命が短くなること があり
ます。熱すぎたり冷たすぎたりと最適温度外では、本品が一時的に動作しないことがあります。夏 季の車内の
ような熱すぎる場所で本品を保管すると、本品の損傷又は電池が爆発することがあります。 

耳からの排膿又は耳感染がある場合は、本品のご使用前に医師にご相談ください。耳に異常がある場 合に
装着すると、聴力損失又はけがの原因になります。デバイスが故障したり、イヤーピースが膨張したりするの
を避けるために、濡れた耳でデバイスを使用しないでください。� 

道路交通や建設現場の警報などの環境音や警報を聞くことが重要な状況において、本品による音声減 衰に
よりリスクが発生する場合があります。耳栓を装着すると、アラーム音が違う聞こえ方になることに ご注意く
ださい。 

現地の法律により、QuietOn の使用を交通中制限している場合があります。現地の法律に常に従ってく ださ
い。 

耳栓が過度に大音量を発生する場合は、本品が破損している可能性があるので使用を中止し、販売者 へご
返却ください。 

本品には、小さなお子様や動物が窒息する危険がある小さな部品が含まれています。本品は、小さな お子様
には、ご使用しないでください。 

磁気ストライプカード、ペースメーカー、その他同様の機器に影響を及ぼす可能性がある磁石が本品 には
含まれています。本品は防水ではありません。本品を濡らさないでください。水に濡れると、火災の 危険があ
る漏電がおきたり本品が損傷する場合があります。充電ケースと耳栓は防水ではなく、IP定 格でもありませ
ん。 

本品を高温にさらさないでください。本品が機械的に破損した場合は、ご使用しないでください。機械 的破
損により、火災の危険がある漏電がおきたり本品が損傷する場合があります。本品を慎重にご使用 し、保管
してください。 

承認されているUSB充電器かコンピュータのみを使用して、充電してください。USB-A to USB-Cケーブルま
たはUSB-C to USB-Cケーブルにより接続されます。{ j}充電器は、CEまたはUL/CSA/IEC/EN 62368の適用
安全規格との互換性があるものである必要があります。長時間デバイスを充電し続けないでください。充電
ケースは5Vと0.2～3Aを提供するアダプターにより供給されるものとします。

注意 

互換性のあるQuietOnイヤーチップのみをご使用ください。正しく取り付けたイヤーチップがないまま、 直接
耳に耳栓を装着しないでください。取扱説明書に従いご使用しますと、本品は車両や航空機の騒 音などへ
の暴露を軽減するのに役立ちます。騒音暴露中または暴露後、聴覚が鈍く感じたり、耳鳴りが した場合、聴覚
が危険にさらされますので、耳を保護するためにそのような騒音からは遠ざかってくだ さい。 

時間と共に電池の性能は劣化します。電池が空の場合、本品の性能に影響し、アクティブノイズキャン セル
やヒアリングモードが機能しない場合があるので、ご注意ください。その場合は、減衰がパッシブ（ 受動的）
レベルになります。持続的な振動音(口笛や不安定な音)が聞こえる場合、アクティブノイズキャ ンセル耳栓の
性能に影響を与えることがあります。耳栓を装着し直しても解決しない場合は、弊社へご 連絡ください。 

 
改造禁止 

QuietOnの書面による同意がない限り本品を改造しないでください。無許可による改造においては、保 証が
無効になります。 

廃棄 

QuietOnアクティブノイズキャンセル機能付き耳栓には、交換不可能な充電式リチウムイオン電池が搭 載さ
れています。耳栓と電池は、現地、州／県、及び国内の法律に従い、リサイクルしてください。適切に 電池をリ
サイクル／処理するために、常に地域の廃棄物処理規則に従ってください。電池を決して火気 や過度に熱
い所にさらさないでください。 

限定的保証及び責任 

この保証は、製品を新規購入されたお客様又は贈り物として受け取った方にのみ有効で、その他の人 や譲
受人には適用されません。 

QuietOn製品に付属の取扱説明書に別の保証期間が記載されてない限り、新規購入者による小売購入 日か
ら2年間(EU内)又は1年間(その他の国)、QuietOnが認可した正規販売者から新品の状態で届けら れ、通常
の状態でご使用された場合、本品に製造、素材、製品に欠陥がないことを保証します。イヤーチ ップは、消耗
品で保証対象外です。 

本保証は、以下のような不適切又は不当な使用又はメンテナンスによる故障には適用されません。通 常の
消耗、取扱説明書に従わない誤使用、事故、過剰湿気、昆虫の混入、雷、電力サージ、不適切な電源 への接続
、原状からの不正な変更又は改造、不十分な梱包又は出荷手続きに起因する破損、保存デー タの喪失又は
破損、QuietOn製品ではないものと使用したことに起因する破損、設計、製造、認可及び ／又は認定された
国以外の国、又はカバーの開封又は製品の修理を認可されていない国での使用を 可能にするための改造
又は適合が必要な製品、無許可販売業者から購入された製品。 

保証期間中は弊社の判断により、妥当な期間内に無償で、修理又は交換(新品又は整備修理済み交換 部品
使用)します。 

弊社は、お客様からの出荷費、保険料、輸送費、輸入手数料、関税、税金を支払いません。 

限定的保証サービスを受けるには、以下の手順に沿い正規QuietOn 代理店及び販売店からのご購入 の証
明が必要になります。 

詳細な返品の手順及び返送方法については、お住いの国/地域のQuietOn へお問い合わせください( お住ま
いの国/地域のQuietOnのお問い合わせ先はwww.QuietOn.comをご覧ください)。商品にラベル を貼り、送
料を支払い、お住いの国のQuietOnに記載された住所へご発送ください。購入された際の箱 に含まれたす
べての部品を同梱してください。必要な返品許可番号が目立つように箱の外側にお貼り ください。返却許可
のない箱は、受け付けられません。 

責任 

本限定的保証の規定は、明示的にも黙示的にも、書面か口頭かを問わず、商品性のいかなる保証を含 むそ
の他いかなる保証に取って代わります。あるいは、本限定的保証は、明示的にも黙示的にも、書面 か口頭か
を問わず、商品性のいかなる保証や特定目的への適合性を含むその他いかなる保証に取っ て代わります。
QUIETON CORPORATIONの最大責任は、お客様が製品に対して支払いました実際の購 入価格を超えな
いものとします。義務的法律によって禁止されていない範囲で、QUIETONは、保管さ れたデータの喪失、損
害、破損、又は特別は、偶発的、必然的、間接的な損害(機器及び資産の交換を含 むがこれらに限定されず)
及び再生費用に対して、一切責任を負わないものとします。 

本限定的保証は、お客様に特定の法律の権利を付与し、又、県ごと又は国ごとによって異なるその他の 権利
を有する場合があります。この保証は、適用される消費者法に基づくお客様の必須の消費者の権 利を制限
するものではなく、お客様に追加の権利を与えるものです。黙示的保証の制限や偶発的又は 間接的な損害
の除外又は制限を許可しない所もあるので、上記の制限又は除外が適用されない場合 があります。 

フィンランド国ヘルシンキ市地方裁判所は、いかなるQuietOn製品使用において生じたいかなる請求 又は
論争を扱う非専属的裁判管轄で、フィンランド国ヘルシンキ市地方裁判所によってそれらは解決 されます。 

詳細情報 

詳細は、弊社のウェブサイトwww.quieton.com又は、QuietOn Ltdサポート(住所Hakamaantie 18, 90440 
Kempele, Finland)からご入手ください。 

本製品は、EU指令に準拠しています。 

適合宣言全文は、www.quieton.com/declarationsにからご入手ください。 

本デバイスは、UL/CSA/IEC/EN 62368 に準拠しています。 

付属品は、 QuietOnウェブショップにてお買い求めいただけます。 

追加注文情報は、www.quieton.comをご覧下さい。 

重要な情報

読んでください

6 430064 240793


