
・スマートフォンで「Sabbat E12 Ultra」を検索できません。

　スマートフォンの全てのBluetooth接続を切断してから、再度Bluetoth機器検索  

　を行って下さい。

・通話中又は音楽再生中にイヤホンが切断される。

　①Bluetootイヤホンの電力が不足していませんか？

　②スマートフォンとBluetoothイヤホンの距離が10m以上離れていませんか？

　③スマートフォンとBluetoothイヤホンの間に壁などの遮蔽物がありませんか？

　④左右のイヤホンのペアリングが出来ていますか？

・Bluetoothイヤホンの音質が良くない

　新しいイヤホンはしばらく再生を続ける事をお勧めします。長い時間再生を行う

　事により音質は大幅に向上します。

FAQ

製品サポート窓口のご案内

下記サポート窓口まで、ご連絡ください。

 e-mail：support1@bluenext.jp
電話：　03-3496-3022（通話料が発生します）

営業時間：　年末年始除く年中無休10時～18時

■電池を長持ちさせるための留意点
本製品のイヤホン及び充電ケースに内蔵されている充電式電池は、使用にともない、また、日数が経過するにつれて、使用可能時間が短くな
ります。充分に充電しても使用可能時間が半分以下に低下した場合、製品を新たにご購入ください。また、長期間使用しない場合、電池の自
然放電により完全に放電すると、充電できなくなり、再度ご使用することはできなくなることもあります。これらの問題の対策として、次の方法で
使用、保管すると、より長くご使用いただくことができます。
・イヤホン及び充電ケースは、電池残量が充分ある場合は、できるだけ充電状態とならないようにする（充電式電池には、充電回数の制約が
あるため、充電する回数を減らすことで、その使用時間をのばす効果があります）
・電池残量がゼロになるまで使用せず、イヤホンの場合、電池残量が少なくなった警告が出たら、すぐに充電する
・長期間使用しない場合、定期的にイヤホンと充電ケースを数十分充電する
■充電式電池のリサイクルについて
本製品に内蔵されている充電式電池はリサイクルできます。不要になった本製品のイヤホンまたは充電ケースを当社にお送り
いただければ、内蔵の電池は当社で適切に処理いたします（充電式電池の取り外しはお客様自身では決して行わないでください）。
なお、送付いただく際には梱包の外側または伝票に「リサイクル希望」と明記頂きますようお願いします（送料はお客様のご負担となります）。
■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。
・安全上のご注意および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み合わせによる誤作動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。
■その他
・本書に記載されている会社名、ブランド名、製品名は各社の登録商標または商標です。
・掲載されている仕様、デザイン、本書の内容は、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

[ご連絡時に必要な情報]

⑴製品名、製品型番、色　　（例）E12Ultra シルバー　

⑵故障または不具合内容、発生頻度、発生日

⑶お買い上げ店舗、お買い上げ日

⑷お客様ご連絡先

Bluetooth5.0対応

アップルiOS及びアンドロイドスマートフォン対応

装着方法

ペアリング手順 ワンボタンで豊富な操作機能

操作ボタン

梱包内容

・Bluetoothイヤホン
　　　　　　　（R、L）
・充電ケース
・イヤーピ―ス
　　　　　（7タイプ）
・USB充電ケーブル
　　　　　（Type-C）
・取扱説明書

充電方法 製品仕様

ご注意：充電ケースを充電する際は付属の充電ケーブルを使用し、
5V/1AのUSB電源を使用してください。
ご注意：充電ケースに損傷を与える可能性がありますので、5V/1A以上
の急速充電器を使用しないでください。

充電ケース イヤホン

充電中：白ランプが点滅します
満充電：4つの白ランプが点灯します
充電時間：約1時間

充電中：赤ランプが点灯します
満充電：赤ランプが消灯します
充電時間：約1時間

★

ファクトリーリセット操作方法

（接続が不安定な時や左右イヤホンの接続ができていない場
合に行ってください）

1、イヤホンを充電ケースにセットします。

　　（赤ランプが点灯します）

2、左右イヤホンのボタンを約6秒間長押しします

3、状態表示ランプが一度白点灯になりその後赤点灯に戻り　
　　ます。

4、左右イヤホンを充電ケースから取り出すと自動的に左右

　　イヤホンの接続を行い、ペアリングモードになります。

V5.0
Qualcomm
Bluetooth

aptX対応

低消費電力

CVC8.0
通話ノイズ
キャンセリング

ステップ１：左右イヤホンのペアリング

ご購入後まずはじめに充電を行ってください。
（イヤホンを充電ケースに入れ充電ケースのふたを閉めてください。充電中はイヤホンのラ
　ンプが赤く点灯します）
1、本製品L側、R側両方のイヤホンを充電ケースから取り出します。
２、本製品の電源が自動でONになり、左右イヤホンのペアリング完了後メイン側のランプが
　　赤と白のライトが交互に点滅しもう片方は消灯し、ペアリングモードになります。

ステップ２：スマートフォンとの接続

スマートフォンのBluetooth機能をONにして機器検
索を行います。

「Sabbat E12 Ultra」が検索画面上に表示されます
ので選択し、接続します。

もう片方のイヤホンの接続要求が表示されますので
接続を選択してください。       

Bluetoothペアリングの要求

“Headset”がお使いのiPhoneへのペアリ
　　　　　ングを求めています。       

キャンセル      ペアリング      

左右どちらかのイヤホンを充電ケース
から取り出すと自動的に電源が入りス
マートフォンに接続されます。

両方のイヤホンを使用中に片方のイヤ
ホンを充電ケースに収納すると約5秒後
に片側のイヤホンのみ接続された状態
になります。

片方のイヤホンのみ使用する場合

接続済み

未接続

Sabbat E12 Ultra

Sabbat E12 Ultra

イヤホンは充電ケースに戻すと自動的に電源がOFFになります。
（電源が自動的にOFF→充電開始→満充電になると自動的に充電停止）
イヤホンを再び使用するには充電ケースから取り出すと、自動的に最後に接続して
いたスマートフォンに接続されます。
なお、最後に接続していたデバイスが近くになく接続できない場合には、メインイヤ
ホンは5秒後にライトが赤と白の交互点滅になりペアリングモードになります。
他のスマートフォンで「Sabbat E12 Ultra」を検索して接続操作を行ってください。

製品概要図

1回押す 再生/一時停止/電話を受ける/電話を切る

2秒長押し 電源ON時：Siri起動
電源OFF時：電源ON

4秒長押し 電源OFF

スマートフォンと接続している場合、上記の操作はL側/R側どちらの
ボタンを押しても操作できます。

2回押す：次の曲へ
3回押す：音量アップ

2回押す：前の曲へ
3回押す：音量ダウン

充電端子

操作ボタン

状態表示ランプ

マイク

イヤホン収納部

USB充電端子

使用時間

通話/再生：約7時間

待機時間：約150時間

充電ケースで約4回イヤ
ホンの充電ができます

商品名：完全ワイヤレスイヤホン　Sabbat E12 Ultra

型番：Sabbat E12 Ultra

Bluetooth標準規格：Ver5.0（Class2）

Blueotoothプロファイル：HSP/HFP/A2DP/AVRCP

対応コーデック：Qualcomm aptX/AAC/SBC

最大通信距離：約10m

充電端子：Type-C

イヤホン電池容量：3.7V/50mAh

充電ケース電池容量：3.7V/750mAh

再生周波数帯域：20Hz-20000Hz

感度：120±5dB

インピーダンス：32Ω

安全上のご注意（必ずお守りください）
お買い上げいただき、ありがとうございます。電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。この「安全
上のご注意」には、お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を防ぐための重要な注意事項を記載していますので、ご使用前に、必ずお　
読みになり、本製品を正しくお使いください。
■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示区分で説明しています。
　　　　　　　　製品の取扱いを誤った場合、死亡または重傷（※1）を負うことがあり、かつその切迫の度合いが高い可能性が想定される内容です。

　　　　　　　　製品の取扱いを誤った場合、死亡または重傷を負うことが想定される内容です。

　　　　　　　　製品の取扱いを誤った場合、軽傷（※2）を負うまたは物的損害（※3）の発生が想定される内容です。

　※1　重傷とは、失明、けが、やけど（高温・低温・化学）、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るもの、および治療に入院・長期の通院を要するものを指します。
　※2　軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さないけが、やけど、感電などを指します。
　※3　物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害を指します。
■本文中に使われている図記号の意味は、次のとおりです。

　　　　　　　　　　　　指示に基づく行為の強制を示します。必ず、指示に従い、おこなってください。

　　　　　　　　　　　　その行為を禁止することを示します。必ず、おこなわないでください。

　　　　　　　　　　　　製品を分解することで感電などの障害が起こる可能性を示します。分解・修理・改造はしないでください。

　　　　　　　　　　　　水がかかる場所で使用したり水にぬらすなどして使用すると漏電によって感電や発火の可能性があること
　　　　　　　　　　　　を示します。水などの液体をかけないでください。

　　　　　　　　　　　　ぬれた手で扱うと感電する可能性があることを示します。ぬれた手などで触れないでください。

　　　●使用中、保管中に、異臭、異音、発煙、発熱、変形、破損、芯線露出、断線などの異常がみられた場合は、すぐに使用を中止する
　　　異常発生後、本製品をご自身で修理しないでください。異常が発生した場合は、ただちに本製品の電源を切り、使用を中止し、販売店やサ　　
　　　ポートデスクにご連絡ください。
　　　●充電式電池が液漏れしたり、変形や異臭がしたりするときは、すぐに使用をやめて火気から遠ざける
　　　液漏れした液体に引火し、発火、破裂などのおそれがあります。液漏れがあった場合、素手で液をさわらずに販売店やサポートデスクにご連　
　　　絡ください。液が目に入ったときには、失明の原因になることがあるため目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で充分洗い、ただちに　
　　　医師の治療を受けてください。また、液が身体や衣服についたときも、やけどやけがの原因になる可能性があるためすぐにきれいな水で洗い　
　　　流し、医師に相談してください。
　　　●本製品は、0℃～40℃の環境で使用する
　　　高温、低温、温度変化の大きいところでの充電、使用、放置はしないでください。発熱、発火、故障の原因になります。
　　　●長時間充電が完了しない場合、充電を中止する
　　　過充電のおそれがあります。

　　　●電子レンジやIH調理器などの加熱調理器、圧力釜などの高圧容器に入れたり、近くに置いたりしない
　　　●付属以外のUSB充電ケーブルを使わない
　　　充電するときは、必ず付属のUSB充電ケーブルを使用してください。破裂や電池の液漏れ、加熱などにより、火災やけが、周囲の汚損の原因　
　　　になります。
　　　●次の場所で使用・保管・放置しない
　　　 ・火気や暖房器具の周辺、直射日光のあたる場所、炎天下の車中など、高温の場所や熱のこもりやすい場所
　　　 ・風呂場や台所、加湿器のそばなど、水分や湿気の多い場所、結露が起きる場所
　　　 ・ほこりの多い場所
　　　 ・布団や布などでおおった状態
　　　　 熱がこもって変形したり、火災の原因になることがあります。
　　　●充電端子部分などに金属製ネックレスやストラップなどの導電性の異物を接触させたり、これらと一緒に持ち運んだり、保管したりしない
　　　　 特に充電時などに、導電性の異物が充電端子に接触すると、発熱、発火、やけど、感電、火災のおそれがあります。
　　　●火の中に投入したり、熱を加えたりしない
　　　●分解、修理、改造をしない
　　　故障や感電の原因となります。
　　　●水などの液体（飲料水や汗、海水、動物などのペットの尿、化粧品、その他の薬剤など）で濡らしたり、ぬれた手で扱ったりしない、また、花　
　　　瓶や植木鉢、コップ、化粧品などの液体の入った容器の近くに置かない
　　　万一ぬれた場合、使用を中止し、お買い上げいただいた販売店やサポートデスクにご連絡ください。

　　　

　　　●使用前にイヤホン、充電ケース、USB充電ケーブルのコネクタの通電部分に異物がないことを確認し、異物がある場合は取り除く
　　　なお、破損がある場合は、使用を中止し、販売店やサポートデスクにご連絡ください。
　　　●次の場所で使用。保管・放置しない
　　　・寝具の上　・乳幼児の手の届く場所　・動物などペットの近く　・ガソリンスタンドなど引火性ガスが発生する可能性のある場所
　　　●通電中は、長時間触れない
　　　意図せず長時間皮膚が触れたり、本製品をポケットの中に入れたりすると発熱により低温やけどや故障を起こす可能性があります。
　　　●道路交通法にしたがって安全運転する
　　　運転者は、道路交通法および使用地域の条例等にしたがう義務があります。走行中、運転者がスマートフォンなどを手で持って、通話したり表
　　　示画面を注視したりする行為は法律で禁止されています。
　　　●周囲の音が聞こえないと危険が生じる場所では使用しない
　　　運転中、あるいは歩行中でも踏切や駅のホーム、車の通る道、工事現場など、周囲の音が聞こえないと危険な場所では使用しないでください
　　　●本製品の使用により、重大な影響を及ぼすおそれのある機器や場所では使用しない
　　　 ・本製品の電波が、心臓ペースメーカーや医療用電気機器に影響を与えるおそれがありますので、満員電車などの混雑した場所や医療機関
　　　　の施設内等では使用しないでください。
　　　 ・本製品の電波が、誤作動による事故の原因となるおそれがありますので、自動ドア、火災報知器などの自動制御機器の近くでは使用しない
　　　　でください。
　　　●本製品を航空機内で使用する場合は、係員の指示にしたがう
　　　電波が影響を及ぼし、誤作動による事故の原因となるおそれがあります。
　　　●本製品は日本国内のみで使用する
　　　本製品で使用している無線帯域は、国によって許認可を必要とするなど使用制限があるため、罰せられることがあります。

　　　●使用しないときはUSB充電ケーブルを取り外す
　　　●USB充電ケーブルを接続する際は、コネクタの向きに注意し、ゆっくりと奥まで差し込み、取り外す際は、必ずコネクタをもって、ひねらずまっ
　　　すぐに抜く
　　　●お子様が使用する場合、保護者の監督下で安全に使用する
　　　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、かぶって遊んだりしないよう、ご注意ください。
　　　●本製品は破損した際、破損した鋭利な物に注意する
　　　●本製品の使用により、かゆみや違和感、皮膚に異常が生じた場合、すぐに使用を中止し、医師の治療をうける
　　　●本製品および接続機器の音量を上げすぎたり、長時間使用しない
　　　突然大きな音が出て耳をいためたり、大きな音量で長時間使用し続けると、聴力に悪い影響を与えたり難聴になるおそれがありますので、音　
　　　量を上げすぎないようにご注意ください。また、周囲に迷惑を掛ける可能性もありますので、ご注意ください。
　　　●固いものでたたいたり、落下や投げる、踏みつけるなど強い衝撃をあたえたり、ズボンの後ろのポケットに入れて座ったりしない
　　　変形や故障の原因になることがあります。
　　　●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
　　　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)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)ならびにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されていま
す。
1　本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局ならびにアマチュア無線局が運用されていないことを確認し
てください。
2　万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するか、また
は電波の発射を停止した上、当社サポートデスクにご連絡頂き、混信回避のための処置等(例えば、パーティションの設置など)についてご相談くだ
さい。
3　その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何か
お困りのことが起きたときは、当社サポートデスクへお問合せください。

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。

保証規定

[BNJ2020K-01]
１ 取扱説明書、クイックガイド、本書等に基づく、適切な使用環境およびご使用方法で本保証規定に定める保証期間内に故障した場合には、無料　
　 にて当社判断により修理、または交換いたします。なお、本製品の本体部分のみが対象となり、同梱品、消耗品等は含まれません。
２ 前項にて修理、交換させていただいた製品の保証期間は、修理、交換後の製品お引渡し日より30日間、もしくは、当初の保証期間の残存期間の
　 いずれか長い期間といたします。
３ 取扱い中止などにより同製品と交換ができない場合、保証対象製品と同等の性能を有する他の製品（ただし、新品とは限りません）と交換させて
　 いただきます。
４ 修理、交換を行った場合、旧部品、製品の一部、または、本体等は、いかなる場合も返却いたしません。
５ 下記の事項については、保証の対象になりませんのでご注意ください。
　　⑴保証書あるいはお買い上げ時の領収書やレシート等ご購入を証するものおよび故障した本製品をご提示いただけない場合
　　⑵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
　　⑶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
　　⑷お買い上げ後の落下、衝撃、通常想定される範囲を超える温度、湿度、振動などにより生じた故障及び損傷
　　⑸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
　　⑹取扱説明書に記載のない使用方法をされた場合
　　⑺取り付け部品、外装装飾仕上げ、電池、およびその他付属品などの消耗部品
　　⑻前項の消耗部品の摩耗、劣化に起因する故障の場合
６ 保証期間は、お客様の本製品お買い上げ日から６ヵ月間とし、保証対象者は、最初のご購入者に限定されます。
７ 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、当社の負担とします。
８ 当社は、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
　 賠償を負う場合は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。
９ 当社は、本規定の内容を予告なく変更できるものとし、変更内容に関しては、当社ホームぺージ上で告知します。この場合、告知後の保証内容は
　 変更後の保証内容に従うものとします。
１０ 本規定は、日本国内においてのみ有効です。　THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN JAPAN

 
    
  
  
        

   

  

 
 
 
 

  

 
 

 
 
 
 
 

  
  

 
  

 
  

保証書

品名

型番

保証期間

お買い上げ日

お　客　様

販　売　店

販売店の記入、捺印及びお買い上げ日の記入がない場合、保証を受けられない場合が
ありますので、お買い上げ時のレシートは大切に保管ください。

製造元：　Shenzhen Lovotor Technology Co., Ltd

販売元：　株式会社ブルーネクストジャパン
〒143-0023　東京都大田区山王二丁目5番9号　山手ビル9階

完全ワイヤレスイヤホン　Sabbat E12 Ultra

Sabbat E12 Ultra

お買い上げ日（国内出荷日）より6ヵ月間（本体のみ）

年　　　　　月　　　　　日

お名前

ご住所

電話番号

店名・住所

電話番号

FAX番号


