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BLUETREK SUGAR 操作説明
本書では、一般的な Bluetooth 搭載携帯電話とのご利用を前提に、操作
方法を説明いたします。詳細は、それぞれの取扱い説明書をご覧ください。
● BLUETREK SUGAR の各部位の説明
状態表示ランプ【操作ボタン周囲部】
充電ソケット
ボリューム調整ボタン
スピーカ部
（イヤホン部突起）
操作ボタン
マイク部【裏面】

・状態表示
状態表示ランプ
状態表示ランプ ： 状態表示用ランプです。
・操作
操作ボタン
操作ボタン ： SUGAR の電源の ON/OFF、ペアリングモード、着信応答、
リダイヤル発呼などの操作を行います。
・ボリューム
ボリューム調整
ボリューム調整ボタン
調整ボタン ： 音量を調整します。
【イヤホン側が＋（プラス）、マイク側が－（マイナス）】
・充電
充電ソケット
充電ソケット ： 充電時に使用するソケット部です。
・マイク
マイク部
マイク部 ： 音声入力部です。
・スピーカ
スピーカ部
スピーカ部 ： 音声出力部です。イヤホンタイプの音声出力部で、付属の
イヤーパッドの交換が可能です。装着感に合わせて交換し
てください。
・イヤーフック
イヤーフック ： 装着感を安定させるための耳掛け部です。取り外し可能
で装着の向きで左右どちらの耳でもご利用いただけます。
・専用
専用ネックレス
専用 ネックレス ： ヘッドセットを利用しない際に装着し、首にかけて持ち
運びできます。
●SUGAR は、Bluetooth ヘッドセットプロファイル（HSP）とハンズフリープロファ
イル（HFP）の両方をサポートしており、接続機器に応じて自動選択されます。
ただし、NTT ドコモの Panasonic 製携帯電話等プロファイルを選択できる場
合は、ハンズフリー（HFP）で機器登録のうえご利用下さい。
●まず、ご利用開始前に、SUGAR をフル充電してください。
①充電には付属の AC 充電器に USB ｹｰﾌﾞﾙを挿し込んでご利用下さい。
②充電が始まると状態表示ランプが赤色に点灯し、充電が完了すると消灯
します。
注）最初の
最初の充電時間：
充電時間：約 3 時間
注）電池寿命を
電池寿命を長く保つ為にランプが
ランプが赤く点滅し
点滅し始めてから（
めてから（電池残量が
電池残量が少
ないことを示
ないことを示 します）
します） 充電してください
充電してください。
電池寿命は、充電回数にも
充電回数にも左
してください 。電池寿命は
にも左
右される為
される為です。
です。なお、
なお、約 500 回までの充電回数寿命
までの充電回数寿命となっています
充電回数寿命となっています。
となっています。
注 ）長時間未使用状態が
長時間未使用状態が 続くなどして、
くなどして 、電池が
電池 が完全に
完全に放電した
放電 した場合
した 場合、
場合 、電
池を回復するために
回復するために最低
するために最低 3 時間以上充電してください
時間以上充電してください。
してください。
注 ）充電をせずに
充電をせずに長期間放置
をせずに 長期間放置しますと
長期間放置 しますと、
しますと、電池寿命が
電池寿命が著 しく低下
しく低下します
低下 します。
します 。使
用しない場合
しない場合でも
場合でも少
でも少なくとも月
なくとも月に一度は
一度は充電を
充電を行ってください。
ってください。
注）10 時間以上充電を
時間以上充電を続けないでください。
けないでください。
１．電源の ON/OFF
・SUGAR の操作ボタンを長押し（約 3 秒）すると、青色ランプが点滅し、ON
になったことを知らせます。その際、スピーカ部からは、上昇トーンの音が聞
こえます（高音のピロロ）。
・ON の状態で、操作ボタンを長押
長押し
長押し（約 5 秒）すると、青色ランプ点滅後、
赤色で点灯し電源 OFF になります。その際、スピーカ部からは、下降トー
ンで音が聞こえます （低音のピロロ）。
注）ペアリングが
ペアリングが終わった後
わった後、電源を
電源を OFF にし、
にし、再び ON にすると、
にすると、スピーカ
部からは、
からは、電源 ON トーンの
トーンの後、連続的に
連続的に、｢プップップッ
、｢プップップッ・・・
プップップッ・・・｣
・・・｣と音が聞
こえますが、
こえますが、これは、
これは、電源 OFF 時のペアリング相手
ペアリング相手を
相手を探している状況
している状況を
状況を
示します。
します。故障ではありませんのでご
故障ではありませんのでご安心
ではありませんのでご安心ください
安心ください。
ください。
２．Bluetooth 搭載携帯電話との機器登録（ペアリング）及びリンクアップ
Bluetooth 搭載携帯電話では、以下の操作を行うことで、ペアリングとリンク
アップを一連の操作でスムーズに行うことができます。なお、ペアリング操作は、
初回のみで、通常は、再設定する必要はありません。
①SUGAR とペアリングする携帯電話を 10～20cm 程度の距離に近づけま
す。
②SUGAR の電源が OFF であることを確認します。
③SUGAR をペアリングモードに切り替えます。電源 OFF の状態から、操作
ボタンを長押し（約 7 秒）すると青色で短く 3 回点滅の後、状態表示ラン
プが青⇔赤交互に点滅します。（青⇔赤交互点滅になるまで操作ボタン
から手を離さないでください。交互点滅になる前に手を離すと電源 ON に
なりますので、一旦電源 OFF にした後、再度、長押ししてください。）
④③の状態で、携帯電話から「機器探索」を行い、表示された機器リストよ
り「BLUETREK SUGAR」を選択し登録します。機器登録手順は、携帯
電話機種により異なりますので、接続する携帯電話のマニュアルをご参照
ください。
⑤SUGAR の Bluetooth パスキー「0000」（ゼロ 4 個）を入力し認証処理
が正常に完了すると、携帯電話に BLUETREK SUGAR が登録されま
す。
⑥ 携帯電話機種によっては登録と同時に自動的にハンズフリー接続する機
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種もございますが、登録後、接続操作が必要な携帯電話機種もござい
ますので、携帯電話のマニュアルをご参照いただき接続操作等を行ってく
ださい。
注）登録状態及び
登録状態及び接続状態の
接続状態の表示は
表示は携帯電話機種
携帯電話機種により異
により異なりますので、
なりますので、
接続する
接続する携帯電話
する携帯電話の
携帯電話のマニュアルをご
マニュアルをご参照下
をご参照下さい
参照下さい。
さい。
３．着信を受ける（受話）
①機器登録済みの携帯電話に着信があると、まず携帯電話が着信の鳴
動をします
②続いて、SUGARから着信音が聞こえます
③SUGARの操作ボタンを押すと通話できます
４．電話をかける（発信）
①携帯電話で電話をかけます
②ダイヤル中、あるいは、通話中にSUGARの操作ボタンを押すと携帯電
話からSUGARに通話が転送されます
③または、携帯電話の指定ボタンの操作で携帯電話⇔SUGAR間の通
話を切り替えることができます。携帯電話機種により切り替えの操作方
法が異なりますので、接続する携帯電話のマニュアルをご参照ください。
５．通話終了（終話）
通話中にSUGARの操作ボタンを押すと終話できます
６．リダイヤル
①待受中にSUGARの操作ボタンを約2秒長押しすると、「プルッ」と音がし
ます。音が聞こえたら､直ちに操作ボタンから指を離します。
②携帯電話から最終発信者へリダイヤル（再発信）されます。
注）｢プルッ
）｢プルッ｣
プルッ｣と音がしたあとボタン
がしたあとボタンを
ボタンを押しつづけると電源
しつづけると電源OFF
電源OFFになりますのでご
OFFになりますのでご
注意ください
注意ください
７．ミュート
通話中に、ボリューム調整ボタンの＋（プラス）、－（マイナス）いずれかを約
約
2秒長押しすると
秒長押しすると、ミュート機能になります。その場合、スピーカから音声は
しすると
聞こえますが、通話相手にこちらの音声は聞こえなくなります。その間、スピ
ーカから、約3秒おきにビープ音が聞こえます。再度
再度、
再度、ボタンを
ボタンを約2秒長押し
秒長押し
するとミュート機能が解除されます
８．携帯電話とSUGAR間の通話切り替え
携帯電話の操作で携帯電話⇔SUGAR間の通話を切り替えることができ
ます。
携帯電話機種により切り替えの操作方法が異なりますので、接続する携
帯電話のマニュアルをご参照ください。
９．音量調整
受話音量にあわせてボリューム調整ボタンの＋（プラス）、－（マイナス）を押
すことで音量調整が可能です。押すごとに、音量を知らせます
１０．リンクダウン時の再リンクアップ
以下の場合、リンクダウン状態となり携帯電話との接続が切れている状態
となります。この状態では、SUGARを使っての受話や終話などができないた
め、リンクアップ状態に戻す必要があります。
・携帯電話とSUGARが一定時間以上、接続距離範囲を超えた場合
・携帯電話の他のアプリケーションが起動した場合
・携帯電話の電源をOFFにし、再度、ONにした場合 など
SUGARの
SUGARの操作ボタン
操作ボタンを
ボタンを短く1回押して
回押して下
して下さい。
さい。
携帯電話によっては、上記方法で再リンクアップできない場合もあります。
また、再度ペアリングが必要な場合があります。
１１．電話番号の登録（プログラマブルナンバー機能）
SUGAR にはあらかじめ 2 件までの電話番号を登録し、ヘッドセットの操作
で発信することができます。この機能は Bluetooth 搭載携帯電話とハンズ
フリープロファイル（HFP）で接続した場合のみ利用できる機能となります。
①SUGAR が Bluetooth 搭載携帯電話とハンズフリープロファイル（HFP）で
ペアリング済でリンクアップしていることを確認します。リンクアップ状態の表
示は携帯電話機種により異なりますので、携帯電話のマニュアルをご参
照ください。
②携帯電話の Bluetooth メニューの自機情報（自局情報、マイデバイス情
報、名前等携帯電話機種により名称が異なります）に以下の要領で登
録したい電話番号と英文字を半角
半角で入力します。
半角
X S X X X X X X X X X X X XT
何番目として登録したいかを
「1」または「2」で指定します
「S」を入力

登録したい番号を
15 ケタ以内で入力します。

「T」を入力

例 1：「0123456789」を 1 に登録⇒「1S0123456789T」と入力
例 2：「444123456789」を 2 に登録⇒「2S444123456789T」と入力
③状態表示ランプが紫色に点灯するまで SUGAR のボリューム調整ボタン
の－（マイナス）側を約 3 秒押してください。スピーカーから「ピ」と聞こえ
ます。
④入力した記号、番号等が正しい場合、ヘッドセットに登録されます。
・番号が 1 番目として正しく登録されるとスピーカーから「ピ」と 1 回鳴り、
青色ランプが短く 1 回点滅します。
・番号が 2 番目として正しく登録されるとスピーカーから「ピピ」と 2 回鳴り、
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青色ランプが短く 2 回点滅します。
注）入力した記号、番号が間違っている場合、低いビー音が鳴り、赤色ラン
プが短く 2 回点滅します。
注）電話番号は 1 度に 1 件のみ登録できます。2 件目を登録するには、あ
らためて②の操作から行ってください。
１２．登録した番号への発信
①SUGAR が携帯電話とペアリング済でリンクアップしていることを携帯電
話等の表示等で確認します。
②SUGAR のボリューム調整ボタンの＋（プラス）側を押し続けます。
・1 番目の登録番号に発信するには「ピ」音が 1 回鳴ったら指を離します。
・2 番目の登録番号に発信するには「ピ」「ピピ」と 2 回目に 2 回音が鳴る
まで押し続け、指を離します。
１３．ランプ表示状態の説明
表示ランプの状態
充電中

ランプ色
赤

電源 ON（待機、通話中、着信時）
電池不足
機器登録(ペアリングモード)

青
赤
青⇔赤

点滅間隔
点灯
点滅
点滅（一定間隔ビープ音）
交互に点滅

１４．ボイスガイド機能
SUGAR にはボイスガイド（英語）機能が搭載されております。
ガイド項目は下記となります。
・ラストナンバーリダイヤル（最終発信へ再発信）
・コールリジェクト（着信拒否）
・フェイバリットナンバー1、フェイバリットナンバー2（プログラマブルナンバー）
・コネクテッド（接続）
・ディスコネクテッド（未接続）
なお、ボイスガイド機能は、操作ボタンとボリューム調整ボタンの＋（プラス）
側を約 3 秒間同時に長押しすることで ON/OFF の設定が切り替えられま
す。
１５．問題発生時の対処方法
下記サポートデスクまで、メールにてご連絡ください。
support1@bluenext.jp
電話：０３－３４９６－３０２２（年末年始除く年中無休１０時～１８時）

ぶって遊んだりしないよう、ご注意ください。窒息等事故の原因
となります。
警告 万一、異常な熱さ、煙、異常音、異臭、破損などの異常が発
生した場合は、ただちに本製品の電源を切り、ご使用を中止し、
お買い求めの販売店等に修理をご依頼ください。異常のまま
使用すると発熱、発火、感電、故障の原因となります。
警告 雷鳴時には、AC アダプタの抜き差しを絶対に行わないでくださ
い。 感電する恐れがあります。
注意 本製品の音量は適度な音量に調整してご利用ください。音量
が大きすぎると難聴になる恐れがあります。
注意 肌に直接ふれる部分に異常を感じたら使用を中止して下さい。
そのまま使用すると炎症やかぶれなどの原因になることがありま
す。
注意 航空機内など携帯電話の利用を禁止された場所では、本製
品の電源をお切り下さい。航空機等の運行や動作に支障をき
たす恐れがあります。
注意 乳幼児の手の届く場所には置かないで下さい。誤飲やけがな
どの原因になります。
注意 お手入れの際には、アルコールなど揮発性のものは、使わないで
下さい。変色、変形、変質や故障等の原因となります。
 電波に関する注意事項
本製品の使用周波数帯（2.4ＧＨｚ帯）では、電子レンジ等の産業、科学、
医療機器のほか、工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の
構内無線局（免許を要する無線局）、及び特定小電力無線局（免許を要
しない無線局）が運用されています。
本製品を使用する前に、近くでこれらの無線局が運用されていないことをご
確認ください。万一、本製品からこれらの無線局に対して電波干渉の事例
が発生した場合には、すみやかにご利用を停止し電波干渉を避けてください。
また、何かお困りのことが起きたときには、当社へご相談下さい。
本製品は、2.4ＧＨｚ帯高度化省電力データ通信システムが内蔵されている
無線設備です。変調方式には、FH-SS 方式を使用しています。
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安全上のご
安全上のご注意
のご注意
ご使用前に、必ず下記の項目をお読みになり正しくお使い下さい。
 記号の説明

警告
この表記を無視して誤った取り扱いをすると、火災、感電などにより死亡や
大けがなど人体への重大な障害をもたらす恐れがあります。

注意
この表記を無視して誤った使い方をすると、感電やその他の事故によりけが
をしたり、物的損害の発生する可能性があります。
 免責事項について
・地震、雷、風水害などの自然災害および当社の責任以外の火災、第三
者による行為、その他の事故、お客様の故意、または過失、誤用、その
他異常な条件下でのご使用により起因した損害に関して、当社は一切
責任を負いません。
・本製品の使用、または使用不能から発生する付随的な損害（事業利益
損失含む）に関して、当社は一切責任を負いません。
・取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は
一切責任を負いません。
・当社が関与しない接続機器との組合せによる誤動作などから生じた損害
に関して、当社は一切責任を負いません。
警告 高温、低温、温度変化の大きいところでの充電、使用、放置
はしないで下さい。発熱、発火、変形、故障の原因になりま
す。
警告 付属の専用周辺機器をご使用下さい。発熱、発火、故障の
原因となります。
警告 事故に繋がる危険がありますので、自動車、バイク、自転車等
乗り物の走行運転中に、本製品の操作を行う際には、安全走
行を損なわないよう十分にご注意ください。また、安全な場所に
停車してから、通話するようにしてください。なお、自動車運転
中の携帯電話使用は法律で禁止されています。
警告 分解、改造、修理を行わないで下さい。発熱、発火、感電、故
障の原因となります。
警告 水などが直接かかる場所や湿度の高い場所で本製品を使用
したり、濡れた手で触らないで下さい。感電、発火、故障の原
因となります。水ぬれや湿気による故障は、保証の対象外とな
ります。
警告 落下や投げるなどの強い衝撃を与えないで下さい。故障の原
因となります。
警告 梱包に使用しているビニール袋は、お子様が口に入れたり、か
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1. 取扱説明書、本体添付ラベル等の注意書に基づく、お客様の正常な
利用状態で保証期間内に万一故障した場合には、無料にて故障個
所を当社の方法にて修理させていただきます。なお、本製品のハードウエ
ア部分の修理に限定させていただきます。修理を行うために交換された
旧部品、または、機器の一部は、基本的には、お返しいたしません。な
お、故障の内容によって修理にかえて同等品と交換させていただく場合
がございます。
2. 下記の事項については保証の対象にはなりませんのでご注意ください。
(1)保証書あるいは、ご購入時の領収書等ご購入を証するものがない場
合
(2)保証書にお買い上げ年月日、お客様のお名前、販売店名、販売店
の確認印の記入あるいは押印がない場合
(3)不注意な取扱いや使用上の誤り、不当な修理や改造による故障及
び損傷の場合
(4)お買い上げ後の落下、衝撃などお客様の取扱いが適正でないために
生じた故障及び損傷の場合
(5)長期間未使用により電源不具合が生じた場合
(6)火災、塩害、ガス害、地震、落雷及び風水害、その他天災地変、あ
るいは異常電圧などの外部要因に起因する故障及び損傷の場合
(7)取扱説明書に記載のない使用方法をされた場合
(8)取り付け部品、外装装飾仕上げ、電池、及びその他付属品などの
消耗部品
3. 保証期間は、お客様の本製品ご購入日から 1 年間とし、保証対象者
は、最初のご購入者に限定されます。保証書等、ご購入日を証するも
のがない場合、保証期間は、保証書記載の国内出荷日から起算する
ものとします。
4. 修理、交換等の場合、当社への返送費用は、お客様のご負担とし、お
客様へのお届けは、当社または販売店の負担とします。
5. 当社及びその代理店、あるいは販売業者は、本製品のもたらす結果に
関して、いかなる場合（利益の損失、時間の損失、不便の発生など）に
も法的な責任を負いません。当社が損害賠償責任を負う場合は、お客
様がお支払いの本製品代金相当額をもって上限とさせて頂きます。
6. 本規定は、日本国内においてのみ有効です。
THIS WARRANTY IS ONLY VALID IN JAPAN.
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