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端末のBluetooth設定から、AS801 by AfterShokz を選択します。
完了すると、オードリー が “ 接続しました ”と音声ガイダンスを
行い、LEDが青く一度点灯します。

同梱の充電ケーブルを使用して充電してください。
充電中はLEDが赤色に点灯し、充電が完了すると青色の点灯に
切り替わります。

マルチファンクションボタン

マルチファンクションボタン
AS801の設定方法

電源ボタンを5秒押すとヘアリングモードに入り、
赤色と青色のLEDが交互に点滅します。

1.充電

2．ペアリング

3．接続方法

前の曲にスキップ 音楽再生時に3回押し

着信時に2秒間長押し

音楽再生時に2回押し

電話に出る

電話を切る

音楽再生/一時停止

次の曲にスキップ

1回押し

1回押し

1回押し

通話時に2秒間長押し現在の通話を切って、
二つ目の着信に出る

通話を拒否する

ビープ音1回

ビープ音1回

ビープ音1回

ビープ音1回

ビープ音1回

“リダイヤルします”音楽停止時に2回押し

2秒間長押し音声ダイヤル

最後に発信した番号を
リダイヤルする

ビープ音

ビープ音2回

ビープ音2回

“アフターショッ
クスへ、 ようこそ”

“イコライザーを
  変更しました”

“充電されています”
“およそ半分です”
“残りわずかです”
“充電してください”

“ミュートしました” 
“ミュートを解除しました” 

“終了します”

音量＋ボタンを2秒間長押し

音楽静止時に音量ボタン
（＋／－）の いずれかを
1回押し

音楽再生時に音量ボタン
（＋／－）を１回押し ビープ音1回

105 ± 3dB

AS801

-38dB ± 3dB

Bluetooth® v5.0

電圧

最大高周波出力

防塵防水

スピーカーインピーダンス

バッテリー容量

4dBm

Bluetooth周波数帯 2402MHz～2480MHz5V±5%

26 g

8.5Ω ±20%

145 mAh

IP67

8

マルチポイント接続を利用することで、AS801を二つの端末に
ペアリング可能です。これにより、二つの端末でもスムーズな
切り替えが行えます。

2台のデバイスを同時接続する方法

対応プロファイル

赤色（常時点灯）

青色（常時点灯）

赤色と青色で交互に点滅

青色（点滅）

赤色（点滅）

充電中

充電完了

ペアリングモード

着信

バッテリー残量低下

LED表示 漏電防止アラート出荷時の設定に戻す（初期化）
1. ヘッドホンをオフにします。
2. オードリー が ”ペアリング ”と音声ガイダンスを行い、LEDが青
   と赤に点滅するまで、ボリュームボタン（＋）を長押しして、ペアリン
   グモードに移行します。
3. マルチファンクションボタン、ボリュームボタン（＋）、ボリューム
    ボタン（－）の3つのすべてのボタンを、ヘッドホンから2回のビー
    プ音が聞こえるか、振動を感じるまで、3～5秒間長押しします。
4. ヘッドホンをオフにします。AS801のリセットが完了したので、
    ペアリングを再度行います。

本製品は、マグネット充電端子に付着した汗やその他の液体などを
検出する「漏電防止アラート」を搭載しています。アラート発動時に
はLEDが青と赤に点滅し、本体が振動するとともにビープ音でお知
らせします。マグネット充電端子に付着した液体を十分に乾かしてか
ら、再度充電を行ってください。

耳栓（D)
耳栓と「AS801」を一緒に使用することで、周りの騒音を拾わずに
快適な環境で音楽を聴くことができます。

URLにアクセスし、ご使用の「AS801」を登録すると、本製品のご購入日
から2年間保証致します。

1．耳栓を小さく潰して、耳に入れてください。
2．音楽再生時、イコライザーを調整することで快適なオーディオを
    体験することができます。

オプション品

製品保証

AS801

マグネット充電端子

1．ヘッドホンをオフにします。
2. オードリー が ”ペアリング ”と音声ガイダンスを行い、LEDが青と赤に 
    点滅するまで、ボリュームボタン（＋）を長押しして、ペアリングモードに    
    移行します。
3. マルチファンクションボタンとボリュームボタン（＋）を3秒間長押ししま
    す。オードリー が ”マルチポイント イネーブルド ”と音声ガイダンスを
    行います。

4. 1台目の端末のBluetooth設定から、AS801 by AfterShokz を選択
    しペアリングします。完了すると、オードリー が ”コネクテッド ”と音声ガ
    イダンスを行います。
5. ヘッドホンをオフにします。
6. オードリー が ”ペアリング ”と音声ガイダンスを行い、LEDが青と赤に点
    滅するまで、ボリュームボタン（＋）を長押しして、ペアリングモードに移行 
    します。
7. 2台目の端末のBluetooth設定から、AS801 by AfterShokz を選択
    しペアリングします。完了すると、オードリー が ”コネクテッド ”と音声ガ
    イダンスを行います。
8. ヘッドホンをオフにします。
9. ヘッドホンをオンにすると、どちらの端末にも接続した状態となります。
10. マルチポイント接続をオフにするには、マルチファンクションボタンと音
    量－ボタンを3秒間長押しします。オードリーが”マルチポイント接続を終
    了します”と音声ガイダンスを行います。

詳しい情報は、bit.ly/ASMultipointをご覧ください。

B C

電源ボタンを3秒間長押し

通話時にBとCボタンを
約2秒間長押し

電源オフ

ミュート

電源オン

音楽再生時にBとCボタンを
約３秒間長押し

aptX

製品のご使用に関してご不明
な点がありましたら、こちらの
QRコードよりアクセスしてくだ
さい。



ENGLISH
Storage And Maintenance

Store the headphones in cool and dry place. The working 
temperature should be
0~45°C(32~113°F).Working in cold/hot environment or 
highly humid area may reduce the life of battery.
After storage for a long period, please charge the 
headphones before using again. 
The headphones can be used for daily cleaning, but it 
cannot be rinsed and soaked against the microphone hole, 
otherwise it may affect the performance of the 
microphone.
Listening with headphones at high volume may affect your 
hearing and the audio will be distorted.
Clean the headphones with a soft dry cloth.
Do not charge right after exercising, in case there's sweat 
inside the charging port, which could lead to circuit burning 

 Manufacturer Declarations 

Warranty
AfterShokz LLC gives a warranty of 24 months on this 
product.For the current warranty conditions, please visit 
our website at www.aftershokz.com or contact your 
AfterShokz partner. Before putting the product into 
operation, please observe the respective country specific 
regulations.

このイヤホンは、日常的な洗浄には使用できますが、マイクロ
フォンの穴に洗浄および浸けてはいけません。そうでないと、
マイクロフォンの性能に影響を与える可能性があります。

本製品と接続したい機器と、正常にペアリングされているかを
確認してください。 決められた使用方法以外で本製品を使用して、製品が破損、また

は故障等した場合は、保証対象外となります（保証規定参照）。

マグネット充電ケーブル

while charging. Keep the charging port dry before connect-
ing to charger will reduce the risk.
Note
Design and specification are subject to change without 
notice. For the most up-to- date product information, please 
visit www.aftershokz.com.

USB
Due to the used enclosure material, the product shall 
only be connected to a USB Interface of version 2.0 or 
higher. The connection to so called power USB is 
prohibited.

Battery
CAUTION RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS 
REPLACED BY AN INCORRECT TYPE. DISPOSE OF 
USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS



電源を入れると、それぞれの機器は自動的に接
続（再接続）されます1。
インジケータは次のとおりです。
1）ヘッドホンから「Aftershokzへようこそ」と聞
こえます。接続されました。
2）トランスミッターには、   （右側の     ボタン）の
点滅が止まり、青に点灯します。そして「APTX2」
が点灯します。

*1 再接続時の状態について
トランスミッター ABT01は、以下の状態となります。
     （右側の     ボタン）が2秒ごとに青に点滅します。 AS801をオンにするだけ
で自動再接続されます。ペアリングモードに入る必要はありません。また、使用す
る前に、ABT01とAS801を手動で接続する必要はありません。

*2 APTXについて
ABT01とAS801は、APTXコーデックで接続されます。
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C

A
適切なRCAポートを使用する TVスピーカーを

「外部スピーカー」に設定します

ABT01を再生デバイスとして設定します

 

 

パワーオプション2

パワーオプション1

Micro USB 電源ケーブル

OPTICAL AUDIOケーブル

OPTICAL

8000500026

AUX/3.5mm オーディオケーブル

AUX/3.5mm

パワーオプション2

パワーオプション1

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Micro USB 電源ケーブル

 
  

 

Micro USB 電源ケーブル

ABT01 by AfterShokz

Speakers

オープンボリュ  ームミキサー

再生デバイス

録音デバイス

サウンド

サウンド問題発生時のトラブル対応

Ready

Select a playback device below to modify its settings:

Sound

Playback Recording CommunicationsSounds

Configure PropertiesSet Default

デフォルトデバイス

TVスピーカー
内蔵スピーカー

外部スピーカー 

ヘッドセット

TVスピーカー 

内蔵スピーカー

外部スピーカー 

ヘッドセット

AS801-ABT01

AS801

 

パワーオプション2

パワーオプション1

Micro USB 電源ケーブル

AUDIO OUT

TV 背面

COMPONENT IN

VIDEO INL

R

ABT01とAS801を接続するには？

同梱物

手順1: トランスミッター（ABT01）の電源
を接続する

付属のMicro USBケーブルをABT01本体に挿し
ます。USBケーブルのもう一端は、ご使用のテレビ
（テレビは電源を入れてください）のUSBポート、
あるいは5V / 500mA-2Aをサポートする、ほか
のUSB接続の電源アダプタに接続します（例：一
般的なスマートフォンなどに付属している電源ア
ダプタであれば動作します）。

ABT01とAS801をテレビに
接続して使う

ABT01とAS801をPCに
接続して使う

はじめにテレビの音声出力オプションをチ
ェックしましょう

手順2: ふたつの機器（AS801+ABT01）
の電源を入れる

トランスミッター（ABT01）の電源を入れます。
「ON/OFF」スイッチを「ON」の位置にスライドす
ると、「OPT」LEDが白く点滅し始めます。

テレビの音声出力オプションから、ABT01を接
続するジャックをひとつお選びください。

オプション2：ABT01をオプティカル・オー
ディオ出力付きのテレビに接続

図のようにオーディオケーブルを接続した後、有
効なオーディオ信号が検出されると、ABT01の「
AUX」インジケータが白く点灯します。そして、ヘッ
ドホンAS801からは、テレビの音声が聞こえてく

メモ：
オプティカル出力を使用している間は、3.5mm 
AUXジャックは「なにも接続されていない状態」に
してください（AUXジャックに何らかのコネクタが差
し込まれている場合、トランスミッターはAUX信号を
優先します）。

図のようにオーディオケーブルを接続した後、オー
ディオ信号が検出されると、ABT01の「AUX」イン
ジケータが白く点灯し、ヘッドホンからテレビの音
声が聞こえてくようになります。

3)テレビの音声ボリュームを上げてください。

ヘッドホン（AS801）の電源を入れます。
LEDが青に点灯するまで、音量「+」ボタンを5秒間
押し続けます。

1. Micro USB充電用ケーブル
2. オプティカルオーディオ（光デジタル端子） 
     ケーブル
3. Aux 3.5mm  オーディオケーブル
4. Aux 3.5mm - RCA オーディオケーブル

るようになります。
音声が聞こえない場合は…
1）テレビの音声ボリュームを上げてください。
2）オーディオケーブルがしっかりと接続されている
ことを確認してくだ
さい。
3）テレビのスピー
カー設定が「ヘッド
セット」に設定され
ていることを確認し
てください。

図のようにオプティカル・ケーブルを接続したら、
テレビのオーディオ設定の「オーディオ形式」を「
PCM」に変更します。通常、ABT01の「OPT」イン
ジケータが白い点灯に変わり、ヘッドホンAS801
からテレビの音声が聞こえてくるようになります。

音声が聞こえない場合は…
1）TVスピーカーが「外部スピーカー」に設定され
ていることを確認してください。
2）テレビの「ドルビー/ DTS」がオフに設定されて
いることを確認してください（自動ではありません
）。
3）オーディオケーブルがしっかりと接続されてい
ることを確認してください。

メモ：
本製品付属のケーブル以外のUSBケーブルを使用
する場合、そのケーブルが、データの同期と充電の
両方をサポートしていることを確認してください。

図のようにマイクロUSBケーブルを接続すると、ヘ
ッドホンからコンピューターの音声が聞こえるよう
になり、トランスミッターの「USB」インジケータが
点灯します。

音声が聞こえない場合は…
PC画面の右下隅にあるスピーカーアイコンを右ク
リックし、[再生デバイス]を選択します。そこで、
[ABT01 by AfterShokz]を[デフォルトデバイス]
に設定します。

AfterShokzのABT01をマイクデバイスとして使
用するには、オーディオ設定に移動し、「ABT01 by 
AfterShokz」を「マイクとスピーカーデバイス」と
して選択してください。 設定後、アプリケーションでマイクを使用できない

場合は、マルチファンクションボタンを5秒間押し続け
て、ヘッドホンマイクをアクティブにしてください。

音声出力

対応状況

Optical OUT AUX/3.5mm ラベルの付いたRCA
ジャック "AUDIO OUT"

その他のRCA ジャック
（通常はオーディオ入力）

オプション1：ABT01をAUX / 3.5mm
オーディオ出力でテレビに接続

 

 

 

TVオーディオ形式を
「PCM」に設定する

TVスピーカーを
「外部スピーカー」に設定する。

TVスピーカー 

「DOLBY/ DTS」
をOFFに設定します

TVオーディオ形式

PCM

Dolby Digital DOLBY/DTS OFF

ON内蔵スピーカー

外部スピーカー 

ヘッドセットDTS

AUX/3.5mm 
オーディオケーブル

3.5mmRCA
オーディオケーブル

Micro USB 電源ケーブル

R

L
AUDIO OUT

パワーオプション2

AUDIO OUT

パワーオプション1

ABT01

AS801ABT01

製品のご使用に関してご不
明な点がありましたら、こち
らのQRコードよりアクセス
してください。

 
 

 

ABT01 by AfterShokz

ABT01 by AfterShokz

スピーカーとマイクを「ABT01」に設定します。

オプション3：ABT01をRCAオーディオ出力
（「AUDIO OUT」と記載された赤/白のポート）
でテレビに接続

音声が聞こえない場合は…
1）テレビの接続端子を確認してください。AUDIO 
OUTと記載された端子に接続していますか？　
それ以外の赤/白ポートでは正常に動作いたしま
せん。
2）TVスピーカーの設定が「外部スピーカー」にな
っているか確認してください。

骨伝導ワイヤレスヘッドホン
（テレビ用トランスミッター付き）



別に用意したヘッドホンを指します。詳しい設定
方法は、ご用意いただいたヘッドホンの取扱説
明書をご参照ください）。

STEP4: 2番目のヘッドホンとトランスミッターを
近づけてください。接続されると、トランスミッタ
ーの表示が変更されます。
     ボタンの左側のインディケーターの点滅が止
まり青く点灯されます。

STEP1: トランスミッター（ABT01）とヘッドホン
（AS801）の電源を入れます。

STEP2:     ボタンを2秒間押し続けると、    の左
側のインディケーター    が赤と青が交互に点滅
します。
STEP3: 2番目のヘッドホンのBluetoothペアリ
ングモードにします（本項で説明する2番目のヘッ
ドホンとは、本製品に付属のヘッドホンではなく、

次に使用する際、トランスミッター（ABT01）の電
源をオンにすると、ヘッドホンAS801が自動再接
続されます。 2番目のヘッドホンについては、
Bluetoothペアリングボタンを1回押して再接
続してください。

B.トランスミッターとヘッドホンの自動再
接続のためには、再セットアップが必要な
場合があります。
（例：AS801またはABT01を新しいものに変更した場合）

Step1: ABT01:トランスミッターの電源を入れた
後、      ボタンを2秒間押し続けてペアリングモー
ドにします。    LEDが赤と青で交互に点滅します。

Step2: AS801: ヘッドホンの電源オフの状態から
、ボリューム「+」ボタンを5秒間押し続けてペアリ
ングモードに切り替えます。LEDが赤と青で交互
に点滅します。

Step3: 2つのデバイスを互いに近づけて待ちます
。接続されると、トランスミッターは次のように表
示されます。左側の   が止まり、青く点灯します。
そして、AS801から「接続済み」と聞こえます。

Step4:      ボタンを7秒間押し続けます
AS801とABT01が再セットアップされ、LEDの青
と赤が5秒間点灯（ピンクのように見えます）しま
す。 これでヘッドホンAS801とトランスミッター
ABT01が、再度、自動再接続されるようになりま
す。

本製品についてのお問い合わせは
下記URLよりお問い合わせください。
https://support.focal.co.jp

LEDインジケータ & 音声ガイダンス

ステータス

電源オン

電源オフ

ペアリング（接続する）

ABT01と接続されたとき

充電中

充電完了

バッテリ残量が減少

音声ガイダンス

AfterShokzへようこそ

終了しました

ペアリングします

"ビープ音" / 接続しました

なし

なし

バッテリは残りわずかです

LEDインジケータ

青く点滅（2秒間）

赤く点滅（2秒間）して
電源が入ります

赤と青に交互に点滅

なし

赤く点灯

青く点灯

2分ごとに赤く点滅

ステータス

電源オン

ペアリング（接続する）

AS801への接続されたとき
２つめのヘッドホンへの
接続されたとき

再接続する

オプティカルオーディオを
有効にする

オプティカルオーディオを
無効にする

LEDインジケータ

すべてのLEDが2秒間点灯

    赤、青と点滅

1)トランスミッターのLEDインジケータ (ABT01)
2)LEDインジケータ& ヘッドホンより
    流れる音声ガイダンス(AS801)

概要

マルチファンクションボタン

 
 電源オン/オフ

DC IN

OPTICAL

AUX ON/OFF

ヘッドホンAS801を携帯電話と接
続して使用する

A. 正常に動作しない / 音が聞こえない

トランスミッターに、別のヘッドホ
ンをペアリングして追加する

「バッテリー残量が少なくなりました」という音声
案内が聞こえたら、ヘッドホンを充電してくださ
い。付属のマグネット充電ケーブルでヘッドホン
を接続し、テレビのUSBポート（テレビの電源を
入れる必要があります）、PCのUSBポート、また
は5V / 500mA-2Aをサポートするその他の
USB充電器に接続します（例：一般的なスマート
フォンの充電アダプタは対応します）。

充電が完了すると、LEDインジケータは赤から青
の点灯に変わります。

ヘッドホンAS801を充電する

1. ABT01とヘッドホンが正しく接続されていな
い可能性があります。
再接続してください。正常に接続されたら
      /      が青く点灯されます。

2. ABT01に音声信号がありません。
「ABT01とAS801をテレビに接続して使う」を参
照し、テレビの音声出力設定を確認、設定してく
ださい。

トラブルシューティング

トランスミッター（ABT01）の+と‒を同時に7秒
間押し続けてください。 インジケータの両方が
青と赤に5秒間、点灯（ピンクのように見えます
）されます。ペアリング履歴が消去されました1。

ペアリング履歴を消去する

STEP1: トランスミッターABT01がオフになって
いることを確認します。

STEP2: ヘッドホンAS801をペアリングモードに
切り替えます。電源がオフの状態からボリューム「
+」を5秒間押し続けてください。LEDが赤と青に
交互に点滅し、ヘッドホンから「ペアリング」と聞
こえます。

STEP3: 携帯電話のBluetoothを有効にしてく
ださい。Bluetoothのリストに 「AS801 by 
AfterShokz」を探して、これを選択してください。
ペアリングが完了し、接続されます。

ヘッドホンAS801をトランスミッターABT01に再
接続する場合は、携帯電話のBluetoothを一度、
オフにする必要があります。

音量調整ボタン

オーディオ入力インジケータ

(第2ヘッドホン用)

のBluetooth
ステータスインジケータコーデックインジケータ

のBluetooth
ステータスインジケータ

(第1ヘッドホン用) A

B C

マグネット充電端子

*1. AS801とABT01のペアリング履歴は消去さ
れません。自動再接続されます。

2秒間、青く点滅

左側の    が青く点灯

OPT 点灯

OPT点滅

アナログオーディオを有効にする

アナログオーディオを無効にする

PCで音楽を再生する

aptXコーデックで接続

SBCコーデックで接続

APTX 点灯

SBC 点灯

AUX 点灯

AUX 点滅

USB点灯
左側の    が青く点灯


