
1 スマートフォンとのペアリング
①まず、イヤホンを

で充電完了
②両イヤホンを充電ケースから取り出して、耳につけてください。

音声ガイ
③スマートフォンで

アリング
時や機器
(図 3)

 
 
 
 
 
 
以上でペアリング完了です。音楽再⽣操作いただくか、さっそく「
 

2 操作方法
No. 

1 電源オン

2 電源オフ

3 スマートフォン
とのペアリング

4 音楽再⽣
一時停止

5 前曲
再⽣中の曲の先頭

6 次曲
7 着信を受ける
8 着信拒否
9 音量調整

10 スマートフォンの
音声アシスタント起動

11 イヤホンのリセット
12 ボイストリガー機能

オン／オフ
※イヤホンのリセット（ファクトリーリセット）
 両イヤホンを充電器から取り出し（電源オン「バッテリーフル」の音声ガイド）、装着し、タッチボタンを続けて
ません）。
態）と続けて
記「1.スマートフォンとのペアリング
 

3 注意点
①ボイストリガーやボイスコマンドは、屋内など静かで、風圧のかからない環境のみで有効とご理解ください。
 は、反応しないことが多いため、その場合は、申し訳ありませんがスマートフォンで
②ボイストリガーやボイスコマンドは、スマートフォンと接続されている片側のイヤホン

スマートフォンとのペアリング
①まず、イヤホンを充電ケースに入れた状態で充電ケースごとフル充電してください

で充電完了です）。 
イヤホンを充電ケースから取り出して、耳につけてください。

音声ガイダンスが聞こえます。
スマートフォンで Bluetooth
アリング」をクリックします。

機器によっては、「Headset
3)。前後して両イヤホンで「ピポッ」と音がして準備完了です

以上でペアリング完了です。音楽再⽣操作いただくか、さっそく「

操作方法 
機能 

電源オン 

電源オフ 

スマートフォン 
とのペアリング 

音楽再⽣ 
一時停止 
前曲 
再⽣中の曲の先頭
次曲 
着信を受ける 
着信拒否 
音量調整 

スマートフォンの 
音声アシスタント起動
イヤホンのリセット※
ボイストリガー機能 
オン／オフ 

※イヤホンのリセット（ファクトリーリセット）
両イヤホンを充電器から取り出し（電源オン「バッテリーフル」の音声ガイド）、装着し、タッチボタンを続けて

。音声ガイダンスで
続けて聞こえたら、右側のイヤホンを外して装着中の左側のイヤホンに近づけてください。しばらくすると「ペアリング」と聞こえ
スマートフォンとのペアリング

注意点 
ボイストリガーやボイスコマンドは、屋内など静かで、風圧のかからない環境のみで有効とご理解ください。
は、反応しないことが多いため、その場合は、申し訳ありませんがスマートフォンで

②ボイストリガーやボイスコマンドは、スマートフォンと接続されている片側のイヤホン

図 1
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スマートフォンとのペアリング 
ケースに入れた状態で充電ケースごとフル充電してください

イヤホンを充電ケースから取り出して、耳につけてください。
が聞こえます。 
Bluetooth 機能をオンにして、

」をクリックします。「コネックティッド」の音声
Headset」や「Rowcing AI

前後して両イヤホンで「ピポッ」と音がして準備完了です

以上でペアリング完了です。音楽再⽣操作いただくか、さっそく「

イヤホンを充電器から取り出すと自動的に電源オンになり
ます。電源オフの状態から手動で
チボンタンを短くワンタッチしてください。「バッテリーフル」
声ガイダンスが聞こえます。

イヤホンを充電器に収納すると自動的に電源オフになりま
す。電源オンの状態から手動で電源オフにするには、タッチ
ボタンを約 7
ガイダンスが聞こえます。
ご購入後最初のご利⽤の場合、充電器からイヤホンを取
り出すと自動的にペアリングモードになります。手動でペアリ
ングモードにするには、タッチボタンを約
ださい。 
タッチボタンを続けて

再⽣中の曲の先頭 
タッチボタンを続けて

タッチボタンを続けて

タッチボタンを続けて

タッチボタンを約

タッチボタンでは操作できないため、スマートフォンで操作し
てください。 

音声アシスタント起動 
タッチボタンを
 

※ タッチボタンを続けて

 タッチボタンを

※イヤホンのリセット（ファクトリーリセット）
両イヤホンを充電器から取り出し（電源オン「バッテリーフル」の音声ガイド）、装着し、タッチボタンを続けて

音声ガイダンスで「ファクトリーリセット」、しばらくおいて「バッテリ
、右側のイヤホンを外して装着中の左側のイヤホンに近づけてください。しばらくすると「ペアリング」と聞こえ

スマートフォンとのペアリング」③の要領で、再度

ボイストリガーやボイスコマンドは、屋内など静かで、風圧のかからない環境のみで有効とご理解ください。
は、反応しないことが多いため、その場合は、申し訳ありませんがスマートフォンで

②ボイストリガーやボイスコマンドは、スマートフォンと接続されている片側のイヤホン
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Facebook ページ︓https://www.facebook.com/TWSearphonePlus/

ケースに入れた状態で充電ケースごとフル充電してください

イヤホンを充電ケースから取り出して、耳につけてください。

機能をオンにして、Bluetooth
「コネックティッド」の音声ガイダンスと

Rowcing AI-007 R
前後して両イヤホンで「ピポッ」と音がして準備完了です

以上でペアリング完了です。音楽再⽣操作いただくか、さっそく「

タッチボタン操作
イヤホンを充電器から取り出すと自動的に電源オンになり
ます。電源オフの状態から手動で
チボンタンを短くワンタッチしてください。「バッテリーフル」
声ガイダンスが聞こえます。 

イヤホンを充電器に収納すると自動的に電源オフになりま
す。電源オンの状態から手動で電源オフにするには、タッチ

7 秒間押し続けてください。「パワーオフ」
ガイダンスが聞こえます。 
ご購入後最初のご利⽤の場合、充電器からイヤホンを取
り出すと自動的にペアリングモードになります。手動でペアリ
ングモードにするには、タッチボタンを約

タッチボタンを続けて 3 回タップ 

タッチボタンを続けて 4 回タップ 

タッチボタンを続けて 2 回タップ 

タッチボタンを続けて 2 回タップ 

タッチボタンを約 2 秒間⻑押し 

タッチボタンでは操作できないため、スマートフォンで操作し
 

タッチボタンを「トン」音がするまで

タッチボタンを続けて７回タップ 

タッチボタンを「トントン」音がするまで

※イヤホンのリセット（ファクトリーリセット） 
両イヤホンを充電器から取り出し（電源オン「バッテリーフル」の音声ガイド）、装着し、タッチボタンを続けて

「ファクトリーリセット」、しばらくおいて「バッテリ
、右側のイヤホンを外して装着中の左側のイヤホンに近づけてください。しばらくすると「ペアリング」と聞こえ

の要領で、再度、スマートフォンとのペアリング

ボイストリガーやボイスコマンドは、屋内など静かで、風圧のかからない環境のみで有効とご理解ください。
は、反応しないことが多いため、その場合は、申し訳ありませんがスマートフォンで

②ボイストリガーやボイスコマンドは、スマートフォンと接続されている片側のイヤホン

図 2

ROWCING AI-007 
https://www.facebook.com/TWSearphonePlus/

ケースに入れた状態で充電ケースごとフル充電してください

イヤホンを充電ケースから取り出して、耳につけてください。それぞれ「バッテリーフル（

Bluetooth 設定メニューで機器を検索し「
とともに左イヤホンが

007 R」と表示）との接続を確認するポップアップが表示されますので「
前後して両イヤホンで「ピポッ」と音がして準備完了です(図 4)。 

以上でペアリング完了です。音楽再⽣操作いただくか、さっそく「Hey, Siri」をお試しください

タッチボタン操作 
イヤホンを充電器から取り出すと自動的に電源オンになり
ます。電源オフの状態から手動で電源オンにするには、タッ
チボンタンを短くワンタッチしてください。「バッテリーフル」

イヤホンを充電器に収納すると自動的に電源オフになりま
す。電源オンの状態から手動で電源オフにするには、タッチ

秒間押し続けてください。「パワーオフ」の音声

ご購入後最初のご利⽤の場合、充電器からイヤホンを取
り出すと自動的にペアリングモードになります。手動でペアリ
ングモードにするには、タッチボタンを約 3 秒間⻑押ししてく

 

 

 

 

 

タッチボタンでは操作できないため、スマートフォンで操作し

」音がするまで約 2 秒間⻑押し 

 

」音がするまで約 4 秒間⻑押し

両イヤホンを充電器から取り出し（電源オン「バッテリーフル」の音声ガイド）、装着し、タッチボタンを続けて
「ファクトリーリセット」、しばらくおいて「バッテリーフル」、「ピアペアリング」（左右のイヤホン間のペアリングを

、右側のイヤホンを外して装着中の左側のイヤホンに近づけてください。しばらくすると「ペアリング」と聞こえ
スマートフォンとのペアリング

ボイストリガーやボイスコマンドは、屋内など静かで、風圧のかからない環境のみで有効とご理解ください。
は、反応しないことが多いため、その場合は、申し訳ありませんがスマートフォンで

②ボイストリガーやボイスコマンドは、スマートフォンと接続されている片側のイヤホン
--- 以下余白

 

007 ユーザーマニュアル
https://www.facebook.com/TWSearphonePlus/

ケースに入れた状態で充電ケースごとフル充電してください（充電器の中央

「バッテリーフル（Battery Full

設定メニューで機器を検索し「Rowcing AI
が接続済みになり

との接続を確認するポップアップが表示されますので「

」をお試しください（参考

イヤホンを充電器から取り出すと自動的に電源オンになり
オンにするには、タッ

チボンタンを短くワンタッチしてください。「バッテリーフル」の音

2 回目以降、電源オンにすると
接続し左右どちらか優先的に接続したイヤホンから「コネクティッド」の音
声ガイダンスが聞こえます。その後、イヤホン間の接続が完了し、両イヤ
ホンから「ピポッ」と聞こえると準備完了です。

イヤホンを充電器に収納すると自動的に電源オフになりま
す。電源オンの状態から手動で電源オフにするには、タッチ

の音声

途中、「トン」「
けて、「パワーオフ」が聞こえたら指をはなして

ご購入後最初のご利⽤の場合、充電器からイヤホンを取
り出すと自動的にペアリングモードになります。手動でペアリ

秒間⻑押ししてく

 

音声操作︓
音声操作︓

音声操作︓

音声操作︓

音声操作︓

音声操作︓

タッチボタンでは操作できないため、スマートフォンで操作し 音声操作︓
音声操作︓

 ボイストリガー︓
「Siri」のほう

イヤホン間のペアリングを⾏う必要があります

秒間⻑押し 途中、約 2

両イヤホンを充電器から取り出し（電源オン「バッテリーフル」の音声ガイド）、装着し、タッチボタンを続けて
フル」、「ピアペアリング」（左右のイヤホン間のペアリングを

、右側のイヤホンを外して装着中の左側のイヤホンに近づけてください。しばらくすると「ペアリング」と聞こえ
スマートフォンとのペアリングを⾏ってください。

ボイストリガーやボイスコマンドは、屋内など静かで、風圧のかからない環境のみで有効とご理解ください。
は、反応しないことが多いため、その場合は、申し訳ありませんがスマートフォンでの操作をお願いいたします

②ボイストリガーやボイスコマンドは、スマートフォンと接続されている片側のイヤホンで反応します（発話後に「トン」と音がします）。
以下余白 --- 

図 3

AI

ユーザーマニュアル 
https://www.facebook.com/TWSearphonePlus/ 

中央 4 つ、左右 2 つ、計

Battery Full）」、続いて、左側のイヤホンから「ペアリング」の

Rowcing AI-007 L
り(図 2)、数秒待つ

との接続を確認するポップアップが表示されますので「

参考動画︓https://youtu.be/5SNiAUr4u0g

回目以降、電源オンにするとペアリングしたスマートフォンに自動的に
接続し左右どちらか優先的に接続したイヤホンから「コネクティッド」の音
声ガイダンスが聞こえます。その後、イヤホン間の接続が完了し、両イヤ
ホンから「ピポッ」と聞こえると準備完了です。

」「トントン」と聞こえますが「パワー
けて、「パワーオフ」が聞こえたら指をはなして

音声操作︓Play Music（プレイミュージック）
音声操作︓Pause Music（ポーズミュージック）

音声操作︓Previous Song（プレビアスソング）

音声操作︓Next Song（ネクストソング）

音声操作︓Accept Call（アクセプトコール）

音声操作︓Reject Call（リジェクトコール）

音声操作︓Volume Up（ボリュームアップ）
音声操作︓Volume Down（ボリュームダウン）
ボイストリガー︓Hey, Siri（ヘイ

ほうを強めに、コツをつかんでください

イヤホン間のペアリングを⾏う必要があります

2 秒で「トン」音がしますが押し続けます

両イヤホンを充電器から取り出し（電源オン「バッテリーフル」の音声ガイド）、装着し、タッチボタンを続けて 7 回タップします
フル」、「ピアペアリング」（左右のイヤホン間のペアリングを

、右側のイヤホンを外して装着中の左側のイヤホンに近づけてください。しばらくすると「ペアリング」と聞こえ
⾏ってください。 

ボイストリガーやボイスコマンドは、屋内など静かで、風圧のかからない環境のみで有効とご理解ください。屋外やランニング中など環境音のある場所で
をお願いいたします。 

で反応します（発話後に「トン」と音がします）。

3

 

AI-007 User Manual 2020

 

つ、計 6 つ全部の

、続いて、左側のイヤホンから「ペアリング」の

007 L」(左イヤホン)を選択し
つと右側のイヤホン

との接続を確認するポップアップが表示されますので「ペアリング

https://youtu.be/5SNiAUr4u0g

備考 
ペアリングしたスマートフォンに自動的に

接続し左右どちらか優先的に接続したイヤホンから「コネクティッド」の音
声ガイダンスが聞こえます。その後、イヤホン間の接続が完了し、両イヤ
ホンから「ピポッ」と聞こえると準備完了です。 

」と聞こえますが「パワーオフ」と聞こえるまで押し続
けて、「パワーオフ」が聞こえたら指をはなしてください。

（プレイミュージック） 
（ポーズミュージック） 

（プレビアスソング） 

（ネクストソング） 

（アクセプトコール） 

（リジェクトコール） 

（ボリュームアップ） 
（ボリュームダウン） 

ヘイ、シリ） 
コツをつかんでください（YT 動画参照

イヤホン間のペアリングを⾏う必要があります（※参照）

」音がしますが押し続けます 

回タップします（左右どちらからでも構い
フル」、「ピアペアリング」（左右のイヤホン間のペアリングを⾏おうと

、右側のイヤホンを外して装着中の左側のイヤホンに近づけてください。しばらくすると「ペアリング」と聞こえ、リセット完了です。

屋外やランニング中など環境音のある場所で

で反応します（発話後に「トン」と音がします）。 
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つ全部の LED が点灯状態

、続いて、左側のイヤホンから「ペアリング」の

を選択し(図 1)、「
イヤホン(最初のペアリング
ペアリング」をクリックします

https://youtu.be/5SNiAUr4u0g）。

ペアリングしたスマートフォンに自動的に
接続し左右どちらか優先的に接続したイヤホンから「コネクティッド」の音
声ガイダンスが聞こえます。その後、イヤホン間の接続が完了し、両イヤ

オフ」と聞こえるまで押し続
ください。 

 

 

 

動画参照） 

参照） 

 

（左右どちらからでも構い
⾏おうとしている状

、リセット完了です。上

屋外やランニング中など環境音のある場所で
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が点灯状態

、続いて、左側のイヤホンから「ペアリング」の

、「ペ
ペアリング

」をクリックします

。 

（左右どちらからでも構い
している状

上

屋外やランニング中など環境音のある場所で 

 


