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PINコードの入力画面が表示されたら
「0000」を入力してください。

LEDが点灯しない
電源スイッチをスライドしても、点灯しない場合、ヘッドセットのバッ
テリー残量がありません。充電してください。

■正面

■側面

■上部

■下部

取扱説明書

パッケージの中を確認する

各部の名前

本製品の特長

・ヘッドセット×1　　               ・イヤ－ピース (XS・S・M・L) ×1
・microUSBケーブル×1            ・取扱説明書×1（本書）
・重要なお知らせ/保証書×1 
※イヤーピース のMサイズはイヤホンに装着されています。
※ヘッドセットの充電には、USB ポート付きパソコン、またはSoftBank SELECTION 製
のUSB ACアダプタが必要です。

はじめに

本製品の準備
SoftBank SELECTION

SB-WS71-MRNC
WS-7000NC

 （電源）スイッチ
NCスイッチ

対応機種の設定画面で登録・接続の操作をする

ヘッドセットを充電する1

絵表示の意味
取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う危険が切迫して生
じることが想定される」内容です。
取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う可能性が想定され
る」内容です。

ソフトバンクセレクションのWEBサイトで、お使いの対
応機種の手順をご覧ください。
※SoftBankケータイでは、表示できない場合があります。パソコ
ンなどでご覧ください。

ご利用時に確認していた
だきたいことを示します。

ご利用時にお困りの際に
ご確認ください。

自動的にデバイス検索が開始され、終了
すると、［デバイス］一覧に「SB-WS71-
MRNC」が表示されます。
※［Bluetooth］がすでに［オン］だった場合
も、自動的にデバイス検索が開始されます。

［Bluetooth］画面が表示されます。

iPhone 6sのホーム画面で　　［設定］をタップする

［設定］画面が表示されます。

［Bluetooth］をタップする

ヘッドセットをご利用いただけます。

［Bluetooth］が［オフ］の場合は、［オン］にする

接続が完了すると、［自分のデバイス］
一覧に「SB-WS71-MRNC 」と表示さ
れます。
ヘッドセットから「接続されました」と
音声が流れます。

［SB-WS71-MRNC］をタップする

自動的にデバイス検索が開始され、終了
すると、一覧に「SB-WS71-MRNC」と
表示されます。
※［Bluetooth］がすでに［ON］だった場合も、
自動的にデバイス検索が開始されます。

［Bluetooth］画面が表示されます。

AQUOS CRYSTAL 2のホーム画面で、　  ［設定］をタップする
［設定］画面が表示されます。

ヘッドセットを、起動しているパソコンなどに、microUSBケー
ブルで接続する

LEDが、赤色に点灯します。

microUSBケーブルを取り外す

電源スイッチを［ON］の位置までスライドして、電源を入れる

［Bluetooth］をタップする

［Bluetooth］が［OFF］の場合は、タップして［ON］にする

接続が完了すると、「ペアリングされた
デバイス」に「SB-WS71-MRNC 接続
済み」と表示されます。
ヘッドセットから「接続されました」と
音声が流れます。

［SB-WS71-MRNC］をタップする

ヘッドセットをご利用いただけます。

常に通話をヘッドセットに転送したい場合、　　をタップし
て、［常にハンズフリー通話］をオンにする

電源スイッチを一番右の［PAIR］の位置までスライドし、赤色
と青色で交互に高速点滅するまで、そのまま数秒間待つ

ヘッドセットから「登録モードに入りました」と音声が流れます。

ご購入後初めてご使用になるときなど、ヘッドセットに対応機種が1
台も登録されていない場合、自動的に登録モードに入り、ヘッドセッ
トから「登録モードに入りました」と音声が流れます。この場合、手順
　 に進んでください。
２台目以降の登録の場合、手順     の②に進んでください。

登録（ペアリング）モードにする2

対応機種を登録・接続する3

スライドしたら手をすぐに離さず、LEDが赤色と青色で交互に高速点滅する
まで待つと、登録モードになります。

http://softbankselection.jp/bt/

AQUOS CRYSTAL 2の場合

そのほかの対応機種

iPhone 6sの場合

この度は、「SoftBank SELECTION WS-7000NC」
（以下「本製品」といいます）をお買い上げいただ
き、誠にありがとうございます。
●本製品をご使用の前に、本書を必ずお読みいた
だき、正しく安全にお取り扱いください。  
●本書をお読みいただいた後は、大切に保管して
ください。

LED

多機能ボタン
［　］/［　］ボタン
［＋］/［－］ボタン

microUSBポート

※パソコンのスリープ中は充電されません。
※別売のSoftBank SELECTION製USB 
ACアダプタを使って、充電することも
できます。

使用前に、ヘッドセットとmicroUSBケーブルのコネクタ/ポート内
部に異物がないことを確認し、異物がある場合は取り除いてください。
コネクタの向きに注意し、ゆっくりと奥まで差し込んでください。

●使用しないときは、microUSBケーブルを取り外してください。
●microUSBケーブルを取り外す際は、必ずコネクタを持って、
ひねらずまっすぐ抜いてください。

●2回目以降のご使用では自動接続されます
2回目以降、ヘッドセットの電源を入れると、最後に接続した対応機種に自動で
接続されます。接続が切れるなどして、手動で再接続したい場合、多機能ボタ
ンを短く1回押してください。詳しくは、裏面の「再接続する」をご覧ください。

取り扱いを誤った場合、「軽傷を負う可能性が想定される場合お
よび物的損害のみの発生が想定される」内容です。
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再生中 着信

本製品

登録
登録・接続

2台同時接続時の使用例

複数台の登録・接続する

対応機種２台を登録して同時接続すると、次のような使い方ができます。

①対応機種を全て登録・接続する

②使用する対応機種を再接続する

本製品には最大8台の対応機種を登録で
き、そのうち2台と同時に接続＊できます。
*:対応機種の電話を転送したり音楽を聞いたり
するには、接続する必要があります。

●高性能ノイズキャンセリング機能
環境騒音を約94%*低減する高精度アクティブノイズキャンセリング回路を搭
載しています。ノイズキャンセリング機能をオンにすると、電車などの乗り物
や、冷蔵庫などの機械の騒音を低減することが可能なため、よりクリアな音質
で、音楽などを聴くことができます。
*: 当社規定の測定方法による調査結果です。
※全ての騒音が聞こえなくなるわけではありません。

●アクティブノイズキャンセリングについて
周囲の音を常時解析し、騒音部分を打ち消す逆位相の音を発生させることで、
クリアな音楽視聴環境を実現します。

手順  　と　  に従って、1台目と同じ手順で登録して接続します。
※本製品と接続中だった対応機種との接続は解除されます。
※8台登録した後、他の対応機種を登録すると、1台目から順に登録が解除されます。

裏面「再接続する」に従って、再接続します。
※同時接続は2台までです。本製品に接続している対応機種が2台ある場合は、下記「対
応機種との接続を解除する」を参考に、接続を解除してから再接続してください。

停止中 通話中

iPhone SoftBank
スマートフォン

例）

多機能ボタンを1回押すと、
SoftBankスマートフォンの電話
とつながる

① ②iPhoneで音楽再生中に、
SoftBankスマートフォンに着信

と を持っている場合

対応機種で、［設定］→［Bluetooth］の順にタップし、［Bluetooth］を［オフ］
にします。
※手順は、お使いの対応機種により異なります。

複数の対応機種を登録・接続する

対応機種との接続を解除する

※電話を切ると、音楽再生が自動的に
再開します。

登録・接続ができない場合
裏面の「登録・接続ができない場合」をご覧ください。

　複数の対応機種で使用できます

　環境騒音を低減します（ノイズキャンセリング機能）

電源スイッチ
LED
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お使いの対応機種によっては、一部の機能が使用できない場合があります。

※一番右までスライドする。

※［ON］までスライドする。

電源スイッチ
LED

点滅開始
（赤色・青色）

点灯
（青色）

マイク

アクティブノイズキャンセリングイメージ

外部騒音 外部騒音を打ち消す
逆位相の音

外部騒音が打ち消された
クリアな音楽視聴環境

消灯 点灯
（青色）

3
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ヘッドセットを装着する
下のイラストのように、ヘッドセットを装着する

※ R と刻印されている方を右耳に、 L と刻印されてい
る方を左耳に装着します。
※耳にフィットしない場合、イヤーピースを交換して
ください。

本製品は防水対応ではありません。
雨の日のご使用にはご注意ください。

3
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本製品の使用 付録

Siriが起動しない場合
あらかじめ対応機種でSiriをオンに設定する必要があります。
iPhone 6sの場合、[設定]→[一般]→[Siri]→ [Siri]を［オン] にします。

電源を入れる・切る

対応機種で発信操作を行う
※対応機種とヘッドセットのどちらで通話を開始するかを発信時に選択できる対応
機種もあります。詳細については、ご使用の対応機種の取扱説明書をご覧ください。

多機能ボタンを次のとおり押す

着信時に多機能ボタンを1回押す

●割込通話を受ける
　・通話中の電話を保留にする場合：着信時に1回押す
　・通話中の電話を終了する場合： 　着信時に素早く2回押す
●割込通話と保留中の通話を切り替える：通話中に素早く2回押す

電源スイッチを［ON］/［OFF］の位置まで
スライドする

電話を使う

多機能ボタンを長押しする

Siri/音声コントロールが起動します。
起動中に、多機能ボタンを長押しすると、
Siri/音声コントロールが終了します。

Siri/音声コントロールを使う

多機能ボタンを次のとおり押す
再生する：　　1回押す
※曲を選択して再生する場合、対応機種のメディア
プレーヤーで操作します。

※対応機種によっては、メディアプレーヤーでの再生
を、対応機種とヘッドセットのどちらで開始するかを
設定したり、対応機種による再生とヘッドセットによ
る再生を、再生中に切り替えたりできます。詳しくは、
ご使用の対応機種の取扱説明書をご覧ください。

［　］を押すと、次の曲が再生されます。
［　］を押すと、前の曲が再生されます。

音楽を聴く

一時停止する：1回押す

再生中に、［　］/［　］ボタンを押す

※一部の対応機種では使用できません。

騒音を低減する（ノイズキャンセリング機能）

※割込通話を契約している場合のみ使用できます。

再接続する

対応機種のBluetooth設定をオンにしてから、
多機能ボタンを短く1回押す

対応機種との接続が解除され、最後に接続していた対応機種と接続する場合

最後に接続していた対応機種と再接続され、
ヘッドセットから「接続されました」と音声
が流れます。

●上記の操作で再接続されない場合
対応機種で、［設定］→［Bluetooth］の順にタップし、
［デバイス］一覧で［SB-WS71-MRNC］をタップします。
※手順は、お使いの対応機種により異なります。

電源を入れたあと、対応機種に未接続の状態
で3分経過すると、自動的に電源が切れます。

［+］/［－］ボタンを押す

［＋］ボタンを押すと、音量が上がります。
［－］ボタンを押すと、音量が下がります。

音量を調整する

※電源が切れていると、NCスイッチをオンにしても、ノイズ
キャンセリング機能は有効になりません。

※静かな場所や、オンにしても効果がない場合、NCスイッチ
を［OFF］の位置までスライドして、ノイズキャンセリング
機能をオフにしてください。バッテリーの消費を抑えるこ
とができます。

■電話をかける

■電話を受ける

着信時に多機能ボタンを素早く2回押す
■電話を拒否する

通話中に多機能ボタンを1回押す
■電話を切る

■割込通話

■音楽を再生/一時停止する

■次の曲/前の曲を選択する

NCスイッチを［ON］の位置までスライドする

バッテリー残量を確認する

バッテリー残量表示

●電源が入っているときに、電源スイッチを［PAIR］の位置までスライドし
て手を離すと、バッテリー残量を音声でお知らせします。

●次のときに、「バッテリー残量残りわずかです」と音声でお知らせします。
・バッテリー残量が少なくなったとき
  　※通話中は、ピピッと音が鳴ります。
・バッテリー残量が少ない場合に、電源を入れたとき

※SoftBankスマートフォン/ケータイでは、この機能を使用できません。
■iPhone/iPad/iPad miniのステータスバーで確認する

■音声で確認する

ヘッドセットから「着信を拒否しました」と
音声が流れます。

※Siriや音声コントロール機能がある対応機種でのみ使用
できます。
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対応機種を登録したあとにリセットすると、登録情報が全て削除されます。
①表面の手順　  を行う　　
②LEDの速い点滅が、遅い点滅に変わるまで、多機能ボタンと［－］ボタンを
同時に押す
③対応機種で、登録を解除する（登録していない場合、この操作は不要です）
■iPhone 6sの場合：［設定］→［Bluetooth］→［SB-WS71-MRNC］の 　 
→［このデバイスの登録を解除］をタップ
■AQUOS CRYSTAL 2の場合：［設定］→［Bluetooth］→［SB-WS71-
  MRNC］→［切断］をタップ
④電源スイッチを［OFF］の位置までスライドしてから、表面の手順　  と　  
に従って、登録・接続をやり直す

●対応機種のBluetooth設定画面で「SB-WS71-MRNC」と接続済みになって
いますか？

ヘッドセットが登録モードになっており、また対応機種のBluetoothがオン
になっているにもかかわらず、Bluetooth設定画面に「SB-WS71-MRNC」
が表示されない場合、以下を行ってください。
・ヘッドセットを対応機種の近くに置く
・無線LAN、電子レンジ、ほかのBluetooth機器などの電波が飛んでいない
環境で操作する

●対応機種のBluetooth設定画面で「SB-WS71-MRNC」をタップ（選択）して、
登録できますか？
タップ（選択）しても登録できない場合、ヘッドセットまたは対応機種の電
源を切って、登録・接続操作をやり直してください。

●上記を全て行っても、登録・接続を完了できない場合
左記の「全ての登録情報を削除する（リセット）」に従って、登録情報を全て
削除してから、登録・接続をやり直してください。

オンになっている

「接続済み」と表示されている

Bluetoothマークが表示されている

全ての登録情報を削除する(リセット）困ったときには
　電話・Siri/音声コントロールを使えない、音楽を聴けない

●Bluetooth接続されていますか？
【対処方法】対応機種のBluetooth設定画面で、「SB-WS71-MRNC」が接
続されていることを確認してください。接続されていない場合、左記「再
接続する」に従って、接続してください。
●対応機種の音量は十分ですか？
【対処方法】対応機種の音量設定を確認してください。
●SoftBankスマートフォン/ケータイをお使いで、通話をヘッドセットに転
送したい場合、ハンズフリー設定などがされていますか？
【対処方法】対応機種によっては、ヘッドセットに音声を転送するための設
定が必要です。表面の手順　  に従って、ハンズフリー設定を行ってください。

　周囲の騒音が聴こえる（ノイズキャンセリング機能の効果がない）

●ノイズキャンセリング機能がオンになっていますか？
左記「騒音を低減する（ノイズキャンセリング機能）」に従って、オンにして
ください。
●イヤホンが耳にフィットしていますか？
フィットしていないと、隙間から騒音が入るため、適切なサイズのイヤーピー
スに変更してください。
●騒音の種類によっては、ほとんど効果を感じない場合もあります。
ノイズキャンセリング機能は、主に低周波音を低減する機能のため、高周波
音は低減されません。

　サーという音がする

ノイズキャンセリング機能がオンのとき、かすかにサーという音がします。この
音が気になる場合は、ノイズキャンセリング機能をオフにしてください。

電源スイッチ
LED［ON］の位置までスライドすると、

電源が入り、LEDが青色で点灯します。
［OFF］の位置までスライドすると、LEDが
赤色で点灯したあと、電源が切れ、LEDが消
灯します。

多機能
ボタン

多機能
ボタン

多機能
ボタン

［　］ボタン
［　］ボタン

［＋］ボタン
［－］ボタン

多機能
ボタン

NCスイッチ

対応機種
・iPhone 5以降のiPhone *
・iPad Pro *
・iPad Air以降のiPad *
・iPad mini 2以降のiPad mini *
・SoftBank スマートフォン/ケータイ（Bluetooth搭載機種）
*:iOS 9.1に対応しています。
※詳しくは、http://softbankselection.jp/でご確認ください。 

■ヘッドセット

（2015年11月現在）

仕 様

内蔵電池
Bluetooth規格

リチウムポリマー電池 3.7V 200mAh
Version4.0
約10m（出力：Class 2）*
A2DP、AVRCP、HFP、HSP
SBC、aptX、AAC
SCMS-T
最大8台（同時接続：2台）
最大-25dB（当社規定の測定方法による調査結果）
microUSB(Bタイプ）ポート
5℃～35℃
約 40.5（W）×40.5（D）×11.0（H）mm
 （※イヤホン、コード部、突起部、クリップを除く）
約 0.4m

通信距離
対応プロファイル
対応コーデック
対応コンテンツ保護
登録デバイス数
ノイズキャンセリングレベル
インターフェース
使用温度範囲
外形寸法

イヤホンコード長 
* : ご使用環境により異なります。
■microUSB ケーブル

microUSB（Bタイプ）コネクタ、USB（Aタイプ）コネクタ
約 0.6m

インターフェース
ケーブル長 

電源が入っているとき、ヘッドセットの状態に応じてLEDが点灯します。

LEDの見方

点灯
ゆっくり点滅
1回点灯
1回点灯

青
赤
　　

赤
赤

充電中
バッテリー残量少
電源を入れる
電源を切る
リセット* 赤→青→赤→青・・・に点滅(低速)

点滅
2回点灯→消灯･･･
ゆっくり点滅
ゆっくり点滅

青

登録モード
待機中
発信/着信
通話中
音楽再生

状態 LED
色 点灯状態 状態 LED

色 点灯状態
赤→青→赤→青・・・に点滅(高速)

動作時間
連続通話時間/音楽再生時間

連続待受時間
充電時間

約9時間（ノイズキャンセリング機能ON時）
約11時間（ノイズキャンセリング機能OFF時）
約240時間
約2.5時間

※ご使用環境により異なります。

　登録・接続ができない

●登録時、ヘッドセットのLEDが赤色と青色に点滅していますか？
→青色に点灯/点滅している場合
登録モードになっていません。電源を切ってから、操作をやり直してください。
→消灯している場合
登録モードになっていません。操作をやり直してください。正しくやり
直しても、消灯状態のままの場合、ヘッドセットのバッテリー残量があり
ません。充電してください。
→赤色と青色に点滅するが、途中で消灯する場合
登録モードは3分で自動終了します。3分以内に登録・接続を完了してください。

●対応機種のBluetoothがオンになっていますか？
対応機種のBluetooth設定画面で、Bluetoothがオンになっていることを確
認してください。

対応機種のBluetooth設定画面で、「SB-WS71-MRNC」と接続済みである
ことを確認してください。

iPhone 6sの場合

iPhone 6sの場合

［　］を押すと、早送りします。
［　］を押すと、巻き戻しします。

再生中に、［　］/［　］ボタンを長押しする
■早送り/巻き戻しをする


