
使用上の注意

【機器認定】
本製品は日本の電波法の技術基準に適合しておりその認証番号等をバッテリーユ
ニットの裏面に表示しています。本製品を使用するときに無線局の免許は必要あり
ませんが次の行為を行うと法律で罰せられることがあります。
●本製品を分解、改造する。
●本製品に表示された証明番号等を消す。

【Bluetooth使用上の注意事項】
本製品の使用周波数帯(2.4GHｚ)では電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほ   
か、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免
許を要しない特定の小電力無線局、免許を要するアマチュア無線局等が運用され
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確認
　してください。
●万一、本製品と他の無線局との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本
　製品の使用場所を変えるかまたは運用（電波の発生）を停止してください。　

■Bluetooth®機能

本機の距離通信は約12ｍですが、障害物（人体、金属、壁など）や電波状態に
よって有効な通信距離が変動します。
2.4GHｚ帯を使用する無線LAN（IEEE802.11ｂ/g/n）は同一周波数帯を使
用するため、無線LAN機器の近辺で使用すると音途切れやノイズが発生した
り接続できなくなることがあります。
多くの電波が飛び交う場所では通信に障害が発生することがありますが、
Bluetooth無線技術の特性によるもので本製品の不具合ではありません。
動画視聴時などに本機側での音声がわずかに遅れますが、Bluetooth無線技
術の特性によるもので不具合ではありません。
本機はすべてのBluetooth機器との接続を保証するものではありません。
Bluetooth標準規格に適合していても特性や仕様によっては、本機と接続で
きない場合や動作が異なる場合があります。
音楽再生中に音が途切れやすい場合は、送信機器のワイヤレス再生品質設定
の変更やワイヤレス再生モードをSBC固定に変更することで改善される場合
があります。詳しくは送信機器の取扱説明書をご参照ください。
本機は通常の電話着信にのみ対応し、スマートフォンやパソコン用の通話アプ
リには対応していません。
本機の近くに電子機器や発信機（携帯電話など）があると本製品にノイズが入
る場合があります。その場合は離して使用してください。
テレビやラジオのアンテナ付近で使用するとテレビやラジオにノイズが入る場
合があります。その場合は離して使用してください。
充電式電池およびUSBケーブル
故障や異常発熱の原因となりますので、この製品には日本の法令に準拠した
電源アダプターで、出力電圧がDC5Vのもののみを使用してください。
長い間使わなかった場合は、充電式電池の持続時間が短くなることがあります。
何回か充放電を繰り返すと、十分に充電できるようになります。
本機を長期間使わなかった後に充電した場合、LEDリングがすぐに点灯しないこ
とがあります。LEDリングが点灯するまでしばらく待ってください。
長期にわたって保存する場合は、過放電防止のため、半年に1回程度の充電を
行ってください。
USBケーブルを使用しない場合は、必ず充電ケースからUSBケーブルを外してくだ
さい。USBケーブルを接続した状態でそのままバッグやポケットなどに入れる
とUSBケーブルが引っ掛かり、断線や故障の原因になります。
ステレオヘッドホン
冬場など乾燥した環境では、静電気により耳にピリピリと刺激を感じることが
あります。帯電を軽減するためには、天然素材の衣服を身につける等の日常的
な静電気対策が有効です。
本機装着時に”パリパリ””プチプチ”といった乾いた音が聞こえることがありま
すが、不具合ではなく装着後は安定しますのでそのまま使用してください。
イヤーピースやイヤーピース内部およびシリコンカバーは汚れが付きやすい
ため放置されますと音質劣化や故障の原因となります。定期的に取り外しお
手入れしてください。また、本体とイヤーピースは接着剤等で固定しないでく
ださい。
イヤーピースおよびシリコンカバーは消耗品です。使用状況や保存状態に関
わらず経年変化で自然に劣化します。劣化や紛失の際には当社正規販売店ま
たはZERO AUDIOストアにてお買い求めください。
防水性能
本製品の防水性能ついては、当社の下記条件に基づいています。誤った取り扱
いに起因した浸水よる故障は保証対象外となりますのでご了承ください。
本機 / ヘッドホン
JISC0920(IEC60529)「電気機械器具の外郭による保護等級 (IPコード)」規格
のIPＸ5相当の防水仕様です。すすぎ洗いは可能ですが完全防水ではありま
せん。
IPX5(噴流に対する保護等級)は、直径6.3mmのノズルを用いて、2.5mから
3mの距離から12.5L/分の水を最低3分以上注水する条件で、あらゆる方向
からのノズルによる噴流水によっても本機能を保護するというものです。
充電ケース
同規格のIPX3相当の防雨仕様につき同じく完全防水でありませんのでご注
意ください。
IPX3(散水に対する保護等級)は、鉛直から両側に60度までの角度で噴霧し
た水によっても本機能を保護するというものです。
【対象／対象外となる液体】
対象となる液体…水道水， 汗
対象外の液体…湯， 海水， シャンプー， 温泉水， 何らかの物質が含まれる水、プ
ールの水等々)
【使用上の注意事項】
本機の音の出るノズルに向けて強く水を当てないようにしてください。
水中で使用したり、水中に沈めたりしないでください。
正しい使い方をしなかった場合には、火災や感電、故障の原因となる恐れがあ
りますのでくれぐれもご注意ください。
ご使用の際には充電ポートカバーが完全に閉じられていることを確認してくだ
さい。完全に閉まっていなかったり、異物が付着している場合には防水性能が
十分に機能せず、水が入ることによって故障する恐れがあります。
本機や充電ケースに水滴が付着した際には乾いたやわらかい布で速やかにし
っかり拭き取ってください。イヤーピースの中に水滴が残っている場合には、
音が正常に聞こえなくなることがあります。その際には、イヤーピースを取り外
し、ノズル部分を下に向けて数回振って水滴を取り除いてください。
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本製品を安全に使用していただくための注意事項です。使い方を誤ると火災や
人身事故が起こることがあります。ご使用の前に必ずお読みのうえ、正しく使
用してください。また、いつでもすぐに読めるところに保管してください。

この取扱説明書では、使い方を誤った場合に使用する人や財産に生じる危害や
損害の程度を分類して記載しています。

安全上の注意

警告表示・記号の意味

完全ワイヤレスステレオヘッドホン

取扱説明書 ®

この度はお買い求めいただき誠にありがとうございます。

: 注意を促す : 行為を指示: 行為を禁止: 分解禁止

:  死亡または重傷を負う可能性が高い内容危 険

:  死亡または重傷を負う可能性がある内容警 告

:  けがをしたり財産の損害が生じる可能性がある内容注 意

危 険

必ず専用の充電ケースと付属のUSBケーブルを使い、指定の方法で充電する。
指定以外の方法で充電すると電池の液漏れや、発熱、破裂、性能低下の原因になります。

釘を刺したりハンマーで叩いたり踏みつけたりしない。
発熱、破損、発火の原因になります。

落下させたり強い衝撃を与えない。
液漏れ、発熱、破壊の原因になります。　

火の中に入れたり、加熱したりしない。低温や高温で充電・使用・放置しない。
発熱や発火、破裂の原因になります。

端子をショートさせない。また、金属製のネックレスやコインなどの金
属小物といっしょに携帯または保管しない。
火災の原因になることがあります。

火や暖房器具のそば、直射日光のあたるところ、炎天下の車内、高温・
多湿な場所で使用・保管・放置しない。
火災の原因になることがあり、液漏れ、発熱、破裂、性能低下の原因にもなります。また
外装ケース、製品本体、内部部品が劣化、故障する原因にもなります。

警 告
USBケーブルやプラグを破損させない。（傷つける、加工改造する、熱器
具に近づける、無理に曲げる、ねじる、引っ張る、踏む、束ねるなど）
ショートによる火災の原因になります。　

航空機内では航空会社の指示に従って適切に使用する。
電波が影響をおよぼし、誤作動による事故の原因となる恐れがあります。

踏み切り、横断歩道、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わない。
事故の原因となります。

USBケーブルの端子は確実に差し込む。
差し込みが不完全な場合は、発火や感電の原因になります。

自動車、バイク、自転車など、乗り物の運転中は使用しない。
交通事故の原因となります。

布団などでおおった状態で使わない。
熱がこもって火災の原因になったりケースが変形することがあります。

一般ごみ(不燃ごみ)と一緒に廃棄しない。
火災や破裂の原因となることがあります。

幼児、子供の手の届く場所に放置しない。
本機やシリコンカバー、イヤーピースなどを誤って飲み込み窒息する原因になる恐れが
あります。使用後は充電ケースにセットして保管してください。

異物(燃えやすい物、金属、水、液体など）を入れない。
感電、故障や火災の原因になります。液体や異物が入ったときはすぐに使用を中止し、お
買い上げの正規販売店か当社カスタマーサポートに相談してください。

ペースメーカーを使用する場合は絶対に近づけない。
充電ケースの内部には強力な磁石が入っています。ペースメーカーをご使用の場合
は、磁気がペースメーカーの作動に影響を及ぼす恐れがありますので絶対に身につ
けてご使用にならないでください。

注 意

USBケーブルが傷ついたりUSB端子の挿し込みがゆるいときは使用しない。
火災や感電の原因になります。

磁気カードやフロッピーディスク、ディスプレイ、パソコン、時計
などに近づけない。
充電ケースの内部には強力な磁石が入っています。磁気の影響により記録内容の消
失や故障の原因となる恐れがあります。ご使用によって生じた事故や直接・間接の損
害、データやプログラムの損傷、消失、その他のトラブルについては一切の責任を負
いかねます。

本機が直接触れる部分の肌に異常を感じたときはすぐに使用を中止する。
使用を続けると炎症やかぶれなどの原因になることがあります。

使用したあとは必ず専用の充電ケースに保管する。
充電ケースに入れないまま長期間本機を放置すると電池の性能を劣化させる原因になります。

接続されたBluetooth機器の音量を上げ過ぎない。
耳を刺激するような大きな音量で長時間聴くと聴力に大変わるい影響を与えてしまいます。

イヤーピースは耳にしっかりと取り付ける。
確実に取り付けられていないと使用中にはずれて耳に残ることがあります。その場合は
耳に押し込まないよう十分に注意してください。

本製品は、日本国内専用。
海外では国によって電波使用制限があるため、本製品を使用した場合、罰せられること
があります。

本製品やUSBケーブルの上に重い物を載せたり、強い力を加えて外
装ケースやUSB端子を変形させない。
内部部品が破損して火災・故障の原因になることがあります。

充電式電池についての安全上の注意

火の中に入れたり加熱しない。低・高温で充電・使用・放置しない。
発熱や発火、破裂の原因になります。　※正しい充電方法は裏面の5頁を参照してください。

【本製品を廃棄する場合】
内蔵充電式電池はリサイクルできます。本製品を廃棄するにあたっては、お住まいの地域の
条例に従って正しく処分してください。

【内蔵の充電式電池が液漏れした場合】
素手で液をさわらず、当社カスタマーサポートに相談してください。液が本体内部に残り
故障の原因になります。また、液が目に入ったときは失明の原因になることがあるので
目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で十分洗い、直ちに医師の治療を受けて
ください。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のですぐにきれい
な水で十分洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状があるときは医師に相談してください。

分解したり傷つけたりしない。
液漏れ、破裂、発熱、発火、誤飲による大けがや失明する可能性があります。

本製品には充電式電池（リチウムポリマー電池）を内蔵しています。

故障かな？と思ったら
電源が入らない、充電できない。
付属のUSBケーブルを使用し、確実に接続して充電してください。
電源が切れない、充電が開始されない。
本機を充電ケースに収納しても電源が切れない場合にはシリコンカバーが
ずれていることがあります。コンタクト端子部にかからないようにしっかり装
着してください。
ペアリングできない。
本機右側のLEDリングが青に点滅しペアリングモードになっていることを確認の上、本
機と相手機器などを1m以内に近づけて再度ペアリングしてください。
接続後すぐに動作しない。
相手機器によってはすぐに動作しない場合があります。少し間をあけてから
改めて操作してください。
音が途切れる、動作反応が良くない、ノイズが発生する。
2.4GHzの周波数を使用する機器(電子レンジ、無線LAN機器、自動ドア、コ
ードレス電話機など)を本製品から離してください。
相手機器のWi-Fiの電波が障害になることがあります。相手機器の設定の
Wi-Fiをオフにしてください。
相手機器との間に電波を遮ってしまう物体、壁などがある場合、音が途切れ
たり、動作や反応がわるくなることがあります。
人体も電波を遮ります。本機や相手機器を手や体で覆ったり、間を遮らない
ように注意してください。
スマートフォンなどで複数のアプリが起動している場合は使用していないア
プリを終了してください。
本機の電源を入れて相手機器と接続中、または相手機器の電源を入れてし
ばらくの間は再生時に音が途切れることがあります。
本機の動作がおかしい。
本機の電源を切り、再度電源を入れて接続してください。それでも改善されな
い場合には工場出荷時の状態に戻してください(裏面ご参照）。
音質に違和感がある、または音質が小さい。
ご自身に最適なサイズのイヤーピースとシリコンカバーに変更して両方の耳に確実
に装着してください。
本機または相手機器の音量を上げてください。
音が歪む。
本機または相手機器の音量を下げてください。
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お手入れ方法
本機の本体部および充電ケースは乾いた布で、本機ノズル部先端のフィルタ
ーは乾いた布や綿棒でクリーニングしてください。
本体の汚れがひどい際には、水道からよわく水を流しながら軽く洗い流した
後、速やかに乾いたやわらかい布で拭き取ってください。
イヤーピースやシリコンカバーはヘッドホン本体からはずし、薄めた中性洗
剤で手洗いしてください。洗浄後は故障防止のため水分をよく取ってから使
用してください。
ノズルフィルターは、お手入れの不足により目詰まりし、音質劣化をおこすこ
とがあります。クリーニング後も目詰まりが解消されない場合は、劣化したフ
ィルターをピンセット等で除去していただくことで改善の可能性があります。
その他の薬品や殺虫剤を使用しないでください。変形、変色、ひび割れの原
因となります。
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その他
Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、
協和ハーモネット株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。
Qualcomm aptX および Qualcomm TrueWirelessは、Qualcomm Technologies 
,Inc.またはその子会社の製品です。Qualcommは米国および他の国々で登録された
Qualcomm Incorporatedの商標です。Qualcomm TrueWirelessは米国および他の国々
で登録されたQualcomm Incorporatedの商標です。aptXは米国および他の国々で登録
されたQualcommTechnologies International, Ltd.の商標で、許可を受けて使用してい
ます。その他記載した商標は各社の登録商標です。
本製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

主な仕様
■ワイヤレスステレオヘッドホン
ドライバー  ダイナミック型
内蔵マイク 全指向性MEMSマイク
通信方式 Bluetooth標準規格 Ver.5.0準拠
出力 Bluetooth標準規格 Power Class1
最大通信距離 見通しの良い状態で12ｍ以内
使用周波数帯域 2.4GHｚ帯
変調方式 FHSS
対応Bluetoothプロファイル A2DP、AVRCP、HFP、HSP
対応コーデック SBC, AAC, Qualcomm® aptX™ audio
対応コンテンツ保護 SCMS-T方式
伝送帯域（A2DP） 20～20,000Hz
付属品 充電ケース, USBケーブル, シリコンイヤーピース (S/M/L) 各2個 (Mは
 本体に装着), シリコンカバー (XS/S/M/L) 各2個 (XSは本体に装着)
電源 DC3.7V リチウムポリマー電池（内蔵式）
 DC5V USB充電時
質量 本機 / 約7.0ｇ, 充電ケース / 約48ｇ
許容動作温度 5℃～40℃
使用可能時間* 連続通信（音楽再生時） ： 最大約7時間　※接続条件によって変動
充電温度 10℃～35℃
防水性能 本機 / IPX5, 充電ケース / IPX3

本機はSBC/AAC/Qualcomm®aptXTMaudioの3種類のコーデックに対応しています。
ペアリングの際にBluetooth機器により自動的にいずれかのコーデックが選択されます。
(対応するBluetoothプロファイル：A2DP/AVRCP)

■対応コーデック

1 2 3 4

【充電のめやす】
電池残量が残り少なくなった方から「BATTERY LOW/バッテリーロー」とメッセー
ジが流れ、ほどなく自動的に本機の電源が切れますので速やかに充電してください。
※注 : スマートフォンには右耳側のバッテリー残量だけが表示されます。

※ご使用の前に必ずお読みください。保証書

This warranty is valid only in Japan.

１）本保証書に当社正規販売店の捺印またはご購入時のレシートのご提示がない場合
２）本保証書内所定欄の記載不備、あるいは字句の訂正がある場合
３）天災・火災などに起因する故障や損傷の場合
４）お買い上げ後の輸送， 運搬上の故障や損傷の場合
５）誤ったご使用方法（本取扱説明書の注意事項に反したお取り扱いを含む)による故障
や外部圧力による故障や損傷の場合

６）当社以外で修理や改造をされた場合
７）接続された機器等の不具合や、取り付けた他社製品によって本製品に故障や損傷が
発生した場合

8）お手入れの不足、または誤ったお手入れ方法によって本製品に故障や損傷が発生した場合

お客様の正常なご使用下での故障について無償修理、または製品交換します。
ご依頼の際は、当社のホームページからコンタクトしてください。本機および充電ケ
ース(パッケージや付属品は不要)および必要事項記入済みの本保証書と当社正規販
売店の購入証明が必要となります。ただし、保証期間中でも下記に該当する場合は対
象外となりますのでご了承ください。

品質保証規定

〒612-8454　京都市伏見区竹田泓ノ川町17番地
お問合せ先 : 050-3537-3210

協和ハーモネット株式会社

MZH3-18OC-g

https://www.zeroaudio.jp
※最新の情報は当社のホームページを参照してください。

<その他規定事項＞

This warranty is valid only in Japan.
上記保証規定を必ずお読みください。

使い方

1．充電する

2.電源を入れる/切る

4.装着する
相手側のBluetooth機器の音量を最小にします。
本機を耳に装着します。お買上げ時にはＭサイズのイヤーピースとXSサイズの
シリコンカバーが装着されています。装着感や音質を考慮のうえ、最適なサイ
ズを選んでください。
ご使用前やイヤーピースを交換する際には、確実に取り付けられていることを確認
してください。確実に取り付けられていないと使用中に外れて耳に残ることがあり
ますので注意してください。
本機/R側のシリコンカバーを交換する際にはカバーがマイクを塞いでしまわない
よう正しくとりつけてください。
Bluetooth機器を再生し、音量を調節してください。

❶
❷

※

※

❸

LEDランプがすべて点灯し充電が終了したらUSBケーブルを取り外します。❹
充電ポートのカバーをしっかりと閉めます。❺

パソコンとのBluetooth接続については、パソコンでの設定が必要となります。詳
しくはパソコンの取扱説明書を参照してください。

パソコンと接続する

●Bluetooth機器に電話機能が搭載されている場合、本機を使用して通話すること
ができます。(対応するBluetoothプロファイル：HSP/HFP)
●Bluetooth機器が着信すると本機から着信音が鳴り、着信中はLEDリングが青
色に点滅します。

5.通話する

・音楽再生中に着信があった場合は、音楽が一時停止します。
・通話を終了すると音楽再生が再開します。
・通話時の音量と音楽再生時の音量は連動せず、それぞれ別々に調整されます。

●電話をかける   ：通話機能が搭載されたBluetooth機器から発信してください。
●電話を受ける   ：MFBボタン / Rを押す
●電話を終了する：MFBボタン / Rを押す
●着信拒否をする：MFBボタン / Rを約2秒長押し

■操作方法

ご使用の前に前述の内容を必ずお読みのうえ、正しく安全に使用してください。

5 6 7 8

【必ずお読みください】
●本製品をはじめてご使用になる場合は充電を行ってください。(出荷時には
検査のためにわずかに充電されていますが容量は充分ではありません。）

●必ず付属のUSBケーブルをお使いのうえ、起動中のパソコン、もしくはUSB 
ACアダプターに接続して充電してください。
●故障や異常発熱の原因となりますので、USB ACアダプターは必ずPSEマー
クのついた出力電圧がDC5Vの市販製品を使用してください。

●充電中はBluetooth®の接続が切れますので使用することはできません。
●パソコンがスタンバイ(スリープ)や休止状態になると充電ができなくなります。
この場合はパソコンの設定を変更して充電し直してください。

●10℃～35℃の環境で充電してください。低温/高温の環境下で充電すると
液漏れ、発熱、破裂、性能低下の原因になります。

https://qa.zeroaudio.jp/repair

保証対象は本製品の本体のみです。付属品や消耗品(イヤーピース、シリコンカ
バー、ノズルフィルター)は対象外です。
製品をお送りいただく際には、当社にて保証対象箇所の特定診断を行う必要があり
ますので本機および充電ケースを分解せずに必ず完全な状態でお送りください。
製品の品質には万全を期しておりますが、本製品の不具合により生じた他の
製品の損傷やトラブル及びその他一切の損害につきましては保証できません
のであらかじめご了承ください。
本保証書の有効期限は当社正規販売店の記入する購入年月日を起算日とします。
購入年月日の記入がなく、かつ購入証明の提示もない場合には無効となりますの
でご了承ください。
本保証書は再発行しませんので大切に保管してください。
本保証書の記載内容によりお客様の法律上の権利が制限されるものではありません。
本保証書は日本国内でご使用になる場合に限り有効です。
保証期間内であっても検査のために製品をお送りいただく場合には、送料を
ご負担いただくこととなりますのでご了承ください。また、輸送中の製品に
損傷事故がないようクッション材で保護してください。
保証期間経過後は、当社下記ホームページの修理申し込みにて承ります。

a)

b)

c)

d)

e)
f)
g)
h)

i)

各部の名称
MFBボタン / L

3点ドット
/ L側識別用

イヤーウィング

< 例：シリコンカバー / Lサイズ >

本 機 

充電ポート

< 充電ケース背面 >

LEDランプ

コンタクトピン

< L/左耳側 >

< L/左耳側 >

< R/右耳側 >

< R/右耳側 >

充電ケース

USBケーブル(TypeA端子側)を起動中のパソコンもしくはUSBACアダプター(DC5V
の市販品)のUSBポートに接続します。

❷

起動中のパソコン

USBケーブル
MicroB端子TypeA端子

シリコンカバー

LEDリング
MFBボタン / R

イヤーピース

マイク

それぞれ2通りの方法があります。
●電源を入れる
　(方法1)本機を充電ケースから取り出す。 または、
　(方法2)LEDリングが青に点灯するまでMFBボタンを長押しする。

●電源を切る
　(方法1)本機を充電ケースにしっかりセットする。 または、
　(方法2)LEDリングが青に点灯し、消灯するまでMFBボタンを長押しする。

LEDリング

MFBボタン
(方法2)

(方法2)

6.音楽を聴く

・一時停止中に本機の操作で音量調節や曲の頭出しはできません。
・Bluetooth機器によっては上記操作によって異なる動作をしたり、一部の機能
が動作をしない場合があります。

・再生開始時、一部のBluetooth機器によってはボリューム設定が大きな状態で
始まる場合があります。本機のMFBボタン/LやBluetooth機器のボリュームコ
ントローラーを使い最適な音量に調節して使用してください。　

■操作方法

●再生/一時停止 ：MFBボタン / LまたはRを押す
●音量を上げる ：MFBボタン / Rを2回押す
●音量を下げる ：MFBボタン / Lを2回押す
●次の曲の頭出し ：MFBボタン / Rを約2秒長押し
●現在の(またはその前の)曲の頭出し  ：MFBボタン / Lを約2秒長押し

音楽の再生中はLEDリングが消灯する設定になっています。再生中にMFBボタン/Lを3
回押すとゆっくり点滅するモードに変更することができます。※この設定では連続再生
時間が短くなります。

LEDリングの光り方を変更する

本機片側や充電ケース単体での販売も承っております。詳しくは弊社ホームページを参
照してください。

各部品単体の販売

本機の右耳側と左耳側のペアリングが正常に完了しない(片側からしか音声が流れない) 
場合、次の手順によって改善されることがあります。
❶本機を充電ケースから取り出して電源を入れ、Bluetoothデバイスに接続していない状
態で、MFBボタン(R,L両方)を素早く2回押します。
❷LEDリング(R,L両方)が素早く点滅したことを確認し、本機左右の上面(MFBボタンの
ある面)をぴったりくっつけます。
❸LEDリング(R,L 両方)の点滅が止まったことを確認します。 
❹左記「3.Bluetooth®機器に接続する」の手順に沿ってペアリング、Bluetooth接続が
可能になります。
※この手順でも改善されない場合には下記「工場出荷設定に戻す」をお試しください。

手動で本機の左右をペアリングする

本機は最新のファームウェアにアップデートすることが可能
です。詳しくは当社のホームページを参照してください。

アップデート

https://www.zeroaudio.jp

●音声アシスタントに対応したBluetooth機器の設定で音声アシスタントを有効
にします。
●本機と接続している状態でMFBボタン/Rを3回押すと音声アシスタントが起動
し起動音が聞こえますので音声で入力してください。
●その他詳しくはBluetooth機器の説明書を参照してください。
・Bluetooth機器の設定で音声アシスタントを有効にしていても本機のマイクから
の音声で起動することはできません。

・起動した後音声入力を行わないで一定時間が経過すると音声アシスタントが解除さ
れます。

・Bluetooth機器によっては上記操作によって異なる動作をしたり、一部の機能が
動作をしない場合があります。

7.音声アシスタントを起動する

その他
オート機能

通信圏外に移動して接続が切れた場合、本機は自動的にオートサーチモードになり、通
信圏内に戻れば自動的に再接続します。3分間接続しない状態が続くと自動的に電
源が切れます。

■オートサーチモード

本機の電源が入った状態で、3分間Bluetooth機器と接続しない状態が続くと自動
的に電源が切れます。また、2分間ペアリングモードが継続すると自動的に電源が
切れます。

■オートパワーオフ

充電ケース

※充電ケースが振動を感知した際にもLEDランプは点灯します。

❶充電ポートカバーを開きUSBケーブルのMicroB端子側をUSB充電ポートにしっかりと
接続します。

USBケーブルMicroB端子

USB
充電ポート

すきまのないように
奥まで挿入する

充電中 ：0～30%
充電中 ：30～70%
充電中 ：70%～
充電完了 ：すべて点灯

充電中 ：LEDが点灯
充電完了 ：消灯

充電ケースの
LEDランプ（白）表示

本機のLEDリング（白）表示

開く

❸本機の左右を確認の上、充電ケースに入れると
LEDリングが点灯し充電を開始します。本機が
きちんと収納されていればLEDリングが点灯し
ます。約1.5時間で充電が完了します。

3.Bluetooth®機器に接続する

接続する相手側のBluetooth機器を本機から1m以内に近づけます。
Bluetooth機器の電源を入れ、Bluetooth設定をオンにします。
本機の電源を入れると自動的にペアリングモードになりR側のLEDリングが青く点滅します。
Bluetooth機器の表示リストから「ZERO AUDIO TWZ1000R」を選択します。
(Bluetooth機器によってはパスキーを要求される場合があります。
その場合は「0000」を入力してください。)
ペアリングが完了すると青いLEDリングが約1秒間点灯し(R側)、以降は約5秒間隔で
短く1回点灯します。接続が完了していない場合は約2秒間隔で点灯します。
TrueWireless™StereoPlus機能が有効な端末と接続した場合続けてL側が「ZERO 
AUDIO TWZ1000L」と表示され、しばらくすると自動的にペアリングされます。
Bluetooth機器によっては接続方法や設定画面が異なりますのでその機器の取扱説明
書も参照してください。

❶
❷
❸
❹

❺

※

※

【初めて接続する場合】ペアリング/Bluetooth機器に登録する

本製品とBluetooth機器を一度ペアリングをすれば再びペアリングする必
要はありません。ただし、以下の場合は再度ペアリングが必要です。
・Bluetooth機器の接続履歴から削除された場合
・5台以上をペアリングした場合
■手動でペアリングモードに入る方法
本機右耳側の電源が切れた状態でMFBボタン/Rを長押しします。(LEDリン
グが青に点灯し、続けて青く点滅するまでMFBボタン/Rを離さないでくだ
さい。) 以降は上記❹以降の記載を参照してください。

(もっとも古い接続情報から上書きされます。)

コンタクト端子

警 告
医療機関の屋内や医療機器の近く、さらに満員電車など混雑した場所
では使用しない。
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恐れがあります。

異常（音、煙、臭いや発熱、損傷など）に気付いたら使用や充電を中止
し、電源を切る。
お買い上げの正規販売店か当社カスタマーサポートに修理を依頼してください。

分解や改造はしない。
感電、故障や火災の原因になります。

自動ドアや火災報知器などの自動制御機器の近くでは使用しない。
ヘッドフォンは電子医療機器の動作に影響を与える可能性があります。病院、ガソリンス
タンド、または自動ドアや火災報知器の近くにある場所では、ヘッドフォンをオフにしてく 
ださい。事故の原因となります。

(方法1)

(方法1)

工場出荷設定に戻す

❶本機を充電ケースにセットし、充電中にMFBボタン(R,L両方)を約4秒間押し続けます。
LEDリングが一瞬消灯した後、一度青く点灯し工場出荷時の設定に戻ってすべての機
器登録(ペアリング)情報が削除されます。
❷本機を充電ケースから取り出してLEDリング(R,L両方)が素早く点滅したことを確認し、
本機左右の上面(MFBボタンのある面)をぴったりくっつけます。
❸LEDリング(R,L 両方)の点滅が止まったことを確認します。
❹本機とBluetooth機器とを再ペアリング(再接続)するには、Bluetooth機器の接続履歴
から本機の登録をいったん解除する必要がありますのでご注意ください。その後は左
記「3.Bluetooth®機器に接続する」の手順に沿ってペアリング、Bluetooth接続が可
能になります。
※本機片側のみを別途購入され、既にお持ちの本機片側とはじめてペアリングする際に
も上記内容は必要な手順です。

シリコンカバー

FCC ID : 2ARNT-TWZ-1000 
T
R

D18-0325001

204-820605

または

または



Safety precaution contains notes for safe use of this product in the United States. 
Incorrect usage may cause fire or injury. Be sure to read it before use and handle it 
properly. Keep it in a place where you can be helped when necessary.

Safety precaution

Meaning of Indications and signs

Wireless Stereo Headphones

User’s manual ®

Thank you for purchasing.

: Attention : Indication: ProhibitedProhibited of
decomposition:

Warning

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class 
B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to 
provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. 
This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not 
installed and used in accordance with the instructions,
may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guaran-
tee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does 
cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by 
turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference 
by one or more of the following measures:
—Reorient or relocate the receiving antenna.
—Increase the separation between the equipment and receiver.
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the 
receiver is connected.
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. This device 
complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. 
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following 
two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may 
cause undesired operation. 
[ Caution ! ]
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for 
compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Regulatory Information

1 2 3 4

Danger

Otherwise it may become a cause of generation of heat, ignition and explosion.

Do not dispose of the product in a fire or attempt to heat it. Do not charge the 
battery of the product, use or abandon the product in a high or low tempera-
ture environment.

Doing so may cause a fire.

Do not short-circuit the terminals of the product. Also do not carry or store the 
product close to metal items such as metal accessories or coins.

Doing so could result in fire, heat build-up, explosion, liquid leaking from the battery and 
performance degradation. And it may cause deterioration and damage lead to failure of the 
product.

Do not use, store or abandon the product in a high temperature or high humidity 
environment such as next to a fire or heating apparatus, in a place under the direct 
sunlight, inside of a car under the blazing sun or in a bathroom. 

Otherwise it may cause liquid leaking from the battery, heat build-up, explosion and 
performance degradation.

Be sure to charge the battery of the product with specified way using the 
charging case and the bundled USB cable.

Otherwise liquid leaking from the battery, heat build-up, explosion, damage and ignition may 
be caused.

Do not attempt to pierce, hit, compress, drop, or subject the battery to any 
other severe impact or force. 

Warning

Remove the headphone(s) and/or stop charging the battery immediately if you 
experience a warming sensation(noise, smoke, abnormal smell, abnormal 
irritation of the skin, heat or any damage). Power off the headphone(s) and 
contact the store where you purchased the product or contact ZERO AUDIO 
from https://en.zeroaudio.jp/contact .

Do not make unauthorized alterations to the product to prevent fire, electric 
shock or equipment damage.

KYOWA HARMONET LTD. shall not be held liable in any way for accidents, damages either 
directly or indirectly, or any other troubles suffered by it.

Do not let the charging case go near objects that can be affected by 
magnetic fields, such as magnetic cards, floppy disks, monitors, comput-
ers or watches (quartz or mechanical). 

Otherwise, it may become a cause of generation of heat, ignition and explosion. Note: Refer 
to "1. Charging the battery" on page 5 to properly charge them.

Do not dispose of the product in a fire or attempt to heat it. Do not charge 
the battery of the product, use or abandon the product in a high or low 
temperature environment.

Do not touch the solution with bare hands. Consult ZERO AUDIO from https://en.zeroaudio.jp/contact . 
The solution may remain inside the products and cause malfunction. When it gets in your eyes, do not 
rub eyes. Immediately flush eyes with plenty of clean water continuously and seek medical attention. 
Otherwise it may cause loss of eyesight. When it contacts your skin or clothes wash extraneous matter 
or contact region with soap and plenty of water to avoid burn or injury on your skin. If you feel skin 
irritation or have injury, seek medical attention.

[ If leakage of battery fluid is noticed ]

Built-in rechargeable batteries can be recycled. Please dispose of the product properly, 
following local regulations.

[ Disposal of this product ]

Caution

Safety precaution for rechargeable batteries

Listening with the headphones at high volume may affect your hearing.

Damage of the inside parts may cause fire or failure.

Do not put weight or pressure on this product as it may cause deform of the 
body or connector during long storage.

Otherwise it may cause fire or electric shock.
Do not use damaged USB cable or stop inserting loose connector of the cable. 

This product is complies with or has received approval of ratio laws in those countries and 
geographic areas. Using this product in other areas has a risk of civil and criminal penalties.

This products is produced for Japan and the U.S. market only.

If an eartip accidentally detaches and is left in your ear, it may cause injury. 
Fix the eartips firmly on the headsets.

Otherwise, it may cause loss of eyesight, serious injury in heat build-up, explosion, ignition, 
liquid leaking from the battery and accidental ingestion.

Do not make unauthorized alterations to or scratch the batteries.

Leaving the headphones outside for a long term may cause deterioration of the battery.
Store the headphones in the charging case after use.

How to care
Please see ZERO AUDIO website or ZERO AUDIO app.

Troubleshooting
Please see ZERO AUDIO website or ZERO AUDIO app.

Otherwise fire will be happening if the short circuit occurs.

Do not damage the USB cable(such as scraping, cutting, modifying, removing 
parts, heating, placing close to any source of heat, forcibly bending and 
twisting, pulling, compressing and bundling).

Incorrect connection could lead to electric shock and ignition.
Make sure to insert the USB connector fully and properly.

Radio waves may affect instruments, causing an accident due to malfunction. 
Do not use the headphones on an airplane. 

Doing so may have a risk of a traffic accident.

Do not use the product while driving a car, riding a motorcycle, bicycle or any 
other vehicle.

Do not insert other foreign objects(such as flammables, metals, water and 
liquid) into the products to prevent fire, electric shock, or equipment damage. 
If any foreign object gets inside the product, stop using the product immedi-
ately and contact the store where you purchased the product or contact ZERO 
AUDIO from https://en.zeroaudio.jp/contact .

Do not use the product on a place where the circumstances require to take 
care, such as railroad crossings, pedestrian crossings, station platforms, 
roadways, construction sites, to prevent physical accidents.

This symbol means the product must not be discarded as household waste, 
and should be delivered to an appropriate collection facility for recycling. 
Proper disposal and recycling helps protect natural resources, human health 
and the environment. For more information on disposal and recycling of this 
product, contact your local municipality, disposal service, or the shop where 
you bought this product.

:  Danger High risk of death or serious injury

:  Warning Possibility of  death or serious injury

:  Caution Possibility of  injury or property damage

■Wireless Stereo Headphones

SBC / AAC / Qualcomm® aptXTM audio
Bluetooth profile：A2DP / AVRCP

■Codec

Specifications

Driver Dynamic
MIC omni-directional MEMS MIC
Bluetooth version version 5.0
Bluetooth Class Power Class1
Maximum communication range  Line of sight approx.12m
Radio band 2.4GHz (2.402GHz - 2.480GHz)
Modulation method FHSS
Bluetooth profile A2DP / AVRCP / HFP / HSP
Codec SBC, AAC, Qualcomm® aptXTM audio
Contents protection SCMS-T
Communication band (A2DP) 20-20,000Hz
Accessories Charging case, USB cable, eartips(S/M/L), silicone cover(XS/S/M/L)
Battery 3.7V
Net Weight Headphones approx.7.0g, Charging case approx.48g
Appropriate temperature for working 5°C - 40°C (41°F - 104°F)
Play time up to approx.7hours
Appropriate temperature for charging 10°C - 35°C (50°F - 95°F)
Water resistance Headphones / IPX5, Charging case / IPX3

Others
The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth 
SIG, Inc. and any use of such marks by KYOWA HARMONET LTD. is under license. 
Qualcomm aptX and Qualcomm TrueWireless are products of Qualcomm Technologies, 
Inc. and/or its subsidiaries. Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, 
registered in the United States and other countries. Qualcomm TrueWireless is a 
trademark of Qualcomm Incorporated. aptX is a trademark of Qualcomm Technologies 
International, Ltd., registered in the United States and other countries. Other trademarks 
and trade names are those of their respective owners.
Design and specifications may be subject to change without notice.

The headphones operates within a range of about 12m (39feet). Maximum communi-
cation range may vary depending on obstacles (human body, metal, wall, etc.) or 
electromagnetic environment.
Due to the characteristic of the wireless technology, the sound played on the 
headphones is delayed from the sound and music played on the sending Bluetooth 
device.
Connection with all Bluetooth devices cannot be guaranteed.
Even if the connected Bluetooth device conforms to the Bluetooth standard, some 
Bluetooth devices may not be connected or work correctly, depending on the features 
or specifications of the device.
If sound is interrupted frequently during playback, it may be improved by changing the 
wireless playback quality setting or fixing the wireless playback mode to SBC on the 
Bluetooth device. For details, refer to the instruction manual of the Bluetooth device.
Free calling apps are not available for the headphones.
Rechargeable battery and USB cable
Be sure to use this product only with an agency approved power supply which meets 
the U.S regulatory requirements (UL).
If this product is not used for a long time, the batteries may be quickly depleted. The 
battery may be fully charged after a few recharges.
If this product is not used for a long time, the LED rings of the headphones may not 
light up immediately while charging. In this case, wait a moment until the LED rings 
light up.
If you store this product for a long time, charge the batteries to its full capacity once 
every 6 months to avoid over discharge.
Be sure to disconnect the USB cable from the charging case except the time in 
charging. If you put it in a bag or a pocket with the USB cable connected to the 
charging case, the USB cable will be caught or tangled, causing breaks and malfunc-
tions.
Headphones
In a dry environment or winter season static electricity accumulated in the body may 
cause mild tingling in your ears. To minimize the effect, wear clothes made from 
natural materials.
If you hear "solid crispy noise" in wearing the headphone(s) it disappears after 
installing the headphone(s) properly.
Wash the eartips and silicone covers by hand with mild neutral detergent regularly, 
removing them from the headphones, and also remove ear wax or dust from the filter 
on the front nozzle by a cotton swab. It reduces risks of sound deterioration or any 
failure. Do not fix eartips and headphones by glue.
For replacement you can purchase extra eartips and silicone covers at stores.
Water resistant performance
The water resistance of this product is equivalent to IPX5 in IEC 60529 for the 
headphones and IPX3 for the charging case. These items cannot be used in water. 
Note the following cautions and use the product correctly.
Headphones
IPX5 in IEC60529 The headphones have a water resistant specification of IPX5 as 
specified in the IEC60529 “Degrees of protection provided by enclosures(IP Code)”. 
You can rinse them but they are not completely water-tight. Do not drop the unit into 
water or purposely use it in water.
IPX5 (Degrees of protection against jets of water) : The headset will maintain its 
operability even when exposed to direct jet streams of water from any direction in the 
situation where that approximately 12.5 L/ min of water is supplied for periods for 
more than 3 minutes from a distance of about 3 m by using a nozzle with an inner 
diameter of 6.3 mm.
Charging case
IPX3 in IEC60529 The charging case has a water resistant specification of IPX3 as 
specified in the IEC60529 “Degrees of protection provided by enclosures(IP Code)”. 
It is not completely water-tight. Do not drop the unit into water or purposely use it in 
water.
IPX3 (Protected against spraying water.): The unit will maintain its operability even 
when exposed to spraying water, provided that 10L/min of water is sprayed from the 
height of 200 mm (about 7 7/8 inches) at any angle of up to 60 degrees for the period 
of 10 minutes.
Liquids that the water resistant performance specifications apply to Applicable: fresh 
water, tap water, sweat Not applicable: liquids other than those above (Examples: 
soapy water, detergent water, water with bath agents, shampoo, hot spring water, hot 
water, pool water, seawater, etc.)
【 Cautions / To maintain water resistance performance 】
Do not splash water forcibly against the filter on the headphones from which sound is 
emitted.
Do not put or use the product in water . 
Unless the product is used correctly, it may cause fire, electrocution, or malfunctions.
Make sure the USB port cover is closed securely when to use.
Wipe off with a soft dry cloth any water that gets on the headphones and charging 
case. If water remains in the nozzle part of the headphones, remove the headphones, 
face the nozzle downward, and shake the nozzle a couple of times.

・

・

・
・

・

・
■
・
・
・

・
・

■
・

・
・

・
■

●

●
 ・

 ・

 ・
・

・
・
・
・

Operating caution

【Low battery warning】
The headphones will turn off automatically several tens of minutes after "BATTERY 
LOW" is heard from the headphone whose remaining battery level gets low.Recharge 
them promptly. Note: Only the remaining battery amount of the right unit is shown on a 
smartphone.

Note: Be sure to read before using the product.Limited Warranty

KYOWA HARMONET LTD.(hereinafter “ZERO AUDIO”) which owns ZERO AUDIO 
brand warrants your product against defects in materials and workmanship when 
purchased directly from ZERO AUDIO or a ZERO AUDIO authorized reseller.
This warranty covers only the original end-use purchaser or the person receiving the 
product as a gift and shall not cover any other person or transferee.
The warranty is valid for a period of 1 year from the date of retail purchase, and 
ZERO AUDIO will at its option repair the product using new or replaced parts, or 
replace the product with an equivalent new product.
Contact ZERO AUDIO from https://en.zeroaudio.jp/contact if you ask for support. And 
follow the guidance in reply.
This original warranty card(copy forbidden) and a proof of purchase details including 
but not limited to a receipt or sales invoice from ZERO AUDIO or a ZERO AUDIO 
authorized reseller will be required. (Packages and accessories are not required.)

Quality assurance provision

17 Fukenokawa-cho Takeda Fushimi-ku Kyoto Japan 〒612-8454
+81-50-3537-3210

KYOWA HARMONET LTD.

https://en.zeroaudio.jp

< Other regulations ＞
How to use

1.Charging the battery

2.Turning on / off the headphones

After charging is complete with all LED indicators on, remove the USB cable from the charging 
case.

❹

Close the micro-USB port cover securely.❺

For Bluetooth connection with a PC another set-up is necessary. Refer to the 
instructions of the PC for details.

Pairing a PC

Be sure to read the above description in advance for proper and safe use.

5 6 7 8

【Be sure to read.】
●Charge the product when using it for the first time. (The product is slightly charged only 

for inspection .)
●Be sure to use the included USB cable. And charge the charging case while connecting 

to a running PC or USB AC adapter.
●Be sure to use this product only with an agency approved power supply which meets the 

U.S regulatory requirements (UL).
●The Headphones cannot be operated while charging.
●If the computer enters into sleep mode or hibernation mode while connected to the charging case, 

charging will not be completed. Check the setting of the computer and charge it again.
●Charge within the charging temperature range of 10°C – 35°C( 50°F - 95°F). Charging 

under low temperature / high temperature environment may cause leakage, overheating, 
explosion, deterioration in performance.

The warranty covers only the headphones and the charging case. Accessories and 
expendables (eartips, silicone covers, nozzle filters) are not covered.
Be sure to send the product(both the headphones and the charging case) without 
any modification or disassembling. Otherwise support may be interrupted or 
cancelled.
ZERO AUDIO shall have no responsibility for any defects, damage or troubles of 
any other products and any other loss arising from a defect or damage of the 
product.
The expiration date of this warranty card is calculated from the date of sale written by 
ZERO AUDIO authorized reseller or the issue date of a proof of purchase
details including but not limited to a receipt or sales invoice from ZERO AUDIO or a 
ZERO AUDIO authorized reseller. The product warranty is voided if the date is left blank 
or not confirmed.
There will be no reissuing of this warranty card.
This limited warranty gives you specific rights that are in addition to other rights you may have 
under applicable laws in the United States, including your rights against the ZERO AUDIO 
authorized reseller which sold the ZERO AUDIO product to you. TO THE EXTENT 
PERMITTED BY LAW, HOWEVER, THIS WARRANTY IS THE SOLE AND EXCLUSIVE 
WARRANTY PROVIDED BY ZERO AUDIO. This limited warranty and Quality assurance 
provision is valid only in the United States.
You will send the product at your expense to a designated location for support 
even within the warranty period.

a)

b)

c)

d)

e)
f)

g)

Location of parts and controls
MFB (MultiFunction Button) / L

Triple tactile dots

Earwing

< Ex. Silicone cover / L size >

Headphones

Micro-USB port

< Back face of charging case >

Charge indicators (white)

Contact pins

< L / Left unit >

< L/Left unit >

< R / Right unit >

< R/Right unit >

Charging case

Connect the other end to a booted computer. Connect the Type A terminal side of The USB cable to 
the USB port of a booted PC or USB AC adapter.(Commercially available, DC 5V.)

❷

Booted PC USB cable
MicroB terminalType A terminal

Silicone covers

LED ring (blue/white)

MFB (MultiFunction Button) / R

Eartips

Microphone

There are two ways of each.
●Turn on the headphones
　(1) Take the headphones from the charging case. 
　(2) Press and hold the MFB until the LED ring lights up in blue.

●Turn off the headphones
　(1) Set the headphones securely in the charging case.
　(2) Press and hold the MFB until the LED ring lights up in blue and it lights out.

LEDring

MFB (MultiFunction Button)
(Method1) (Method2)

(Method1) (Method2)

6.Listening to music

・During pause mode volume adjustment or skipping to the beginning of the track cannot 
be workable.
・The available functions may vary depending on the Bluetooth device. It may operate 

differently or may not work at all when you operate as illustrated above.
・Depending on the Bluetooth device, a playback may start at a high volume. Adjust the 

volume with the controller of the connected device or the MFB/L of the headphone and 
use it.

■Controlling the audio device

●Play / Pause music  : Press the MFB / L or R
●Turn up volume  : Press the MFB / R twice
●Turn down volume  : Press the MFB / L twice
●Skip to the next track  : Press and hold the MFB / R for about 2 second
●Skip to the previous (or the beginning of the current) track : Press and hold the MFB / L for about 2 second

As the default setting the LED rings turn off while music is playing. Or as an option switch 
this setting to blinking mode by pressing the MFB / L three times during playback.
*Play time will be reduced in this mode.

Switching how to light the LED rings during playback

●Turn the voice assistant function on in the setting of the Bluetooth device which 
supports the function.
●Press the MFB / R three times while the Bluetooth device is connected to the 

headphones via Bluetooth connection. The start- up sound will be heard. Make a 
request to the voice assistant through the headphone's microphone with your voice.
●For details on the voice assist function, refer to the operating instructions of the 

Bluetooth device.
・The voice assist cannot be activated with your voice through the headphone's 

microphone even when the Bluetooth device's setting to allow it is on.
・After activating the voice assist, when a certain time has passed without requests, it 

will be deactivated.
・The available functions may vary depending on the Bluetooth device. It may operate 

differently or may not work at all when you operate as illustrated above.

7.Starting the voice assist function

Others
Automatic function

If you move out of the communication range and the connection is lost, the headphones 
enters the automatic searching mode automatically. They reconnects automatically 
when you return back to the communication range.The headphones turn off automati-
cally if they are not reconnected to the Bluetooth device for 3 minutes.

■Automatic searching mode

The headphones turn off automatically if they are not connected to the Bluetooth 
device for 3 minutes.Also, the headphones turn off automatically if the pairing 
mode continues for 2 minutes.

■Automatic power off

Charging case

❸Confirm the left and right of headphones and put 
them in the charging case. Then battery charging 
starts. The LED rings light up if headphones are 
properly stored. Charging is completed in about 1.5 
hours.

❶Open the Micro-USB port cover and firmly connect the MicroB terminal side of the USB cable 
to the port.

USB cable MicroB terminal

Micro-USB
port

Charging ：0-30%
Charging ：30-70%
Charging ：70%-
Fully charged：

Charging ：LED rings light on
Fully charged：LED rings light off

LED indicators of
Charging Case(White)

LED ring of headphones (white)

Open

Insert all the way so 
that there is no gap.

All LED
indicators light on

※Note: The LED indicators will also light up when the charging case 
senses vibration.

Once Bluetooth devices are paired, there is no need to pair them again, except in the 
following cases:
・Pairing information has been deleted from the device.
・The headphone is already paired with 4 devices and another device is to be paired. (The 
paired device
with the oldest connection time is replaced by the new one.)
■How to enter pairing mode manually
Press and hold the MFB / R in the state that the Right unit is being turned off. (Do not 
release the MFB / R until the LED ring lights blue and then blinking blue.)

3.Making connections to Bluetooth® devices

Move the Bluetooth device within 1m(3 feet) of the headphones.
Turn on the Bluetooth device. Select the Bluetooth setting on it and turn on Bluetooth.
When the headphones turn on, they automatically enter pairing mode with the LED ring 
of the right unit flashing blue.
Touch "ZERO AUDIO TWZ1000R" from the Bluetooth device list. (Depending 
on the device, passkey input may be required on the display of the Bluetooth 
device. In that case, please input "0000". )
When pairing is completed, the LED ring of the right unit lights blue for about 1 second, 
and thereafter both LED rings light shortly once at about 5 second intervals. If the connec-
tion is not completed, both LED rings light  shortly once at about 2 second intervals.
Note : If the headphone is connected to the Bluetooth device which has 
TrueWireless(tm) Stereo Plus function being enabled, the left unit "ZERO 
AUDIO TWZ1000L" will be displayed subsequently, and will be paired automat-
ically in a while.
Note : Depending on the Bluetooth device, the connection procedure and 
settings screen may be different. Refer to the operating instructions of the 
Bluetooth device on hand.

Pairing / Device registration for the first time

❶
❷
❸

❹

❺

※

※

4.Wearing the headphones
Minimize the volume of the Bluetooth device.
Wear the headphones on your ears. Eartips(M) and silicon cover(XS) are 
attached to each unit when purchasing. Feel free to replace any of them to a 
comfortable size considering fitting and sound quality.
Note: Before using the headphones or when replacing the eartips, make sure 
that eartips are securely attached to the units. Otherwise they may remain in 
your ears after use.
Note: Fit a silicone cover / R to the correct position when attaching or replacing 
it. Otherwise it may cover the microphone hole on the right unit.
Play music or video on the Bluetooth device and adjust the volume.

❶
❷

※

※

❸
Initializing the headphones to restore factory settings

Put them in the charging case. Press and hold the MFB / R & L for about 4 
seconds. The LED rings light off briefly and light up in blue once, and then the 
headphones are reset to the factory settings. All pairing information is deleted. 
Ensure that the LED rings blink quickly, and then put the headphones very 
close.
Ensure that the LED rings stop blinking.
In this case, to pair the headphones with the device again(to reconnect), delete 
the pairing information for the headphones on the device which has been 
connected before. Then, pair the headphones with the device again by 
following the steps in "3. Making connections to Bluetooth® devices".

❶

❷

❸
❹

●Making a call : Operate the Bluetooth device which has a phone function to make a call.
●Answer a call : Press the MFB / R
●End a call : Press the MFB / R
●Reject a call : Press and hold the MFB / R for about 2 second

■Functions for a phone call

Playback pauses when the Bluetooth device receives an incoming call while 
you are listening to music.
Playback automatically resumes after you finish the call.
The call volume and the audio volume are not linked when available. They can 
be adjusted separately.

・

・
・

5.Receiving or Making a call
You can use the headphones to talk on the phone if a Bluetooth device has a 
phone function.(Supported Bluetooth profile: HSP / HFP)
When a Bluetooth device receives an incoming call, a ringtone will be heard 
from the headphones, and the LED rings blink blue during incoming call.

・

・

This warranty is valid only in the United States.

Terminals

Note that the product warranty is voided if

Note that this warranty does not cover

The charging case contains strong magnet inside and the magnetic fields may interfere with 
the function of cardiac pacemakers and implantable cardioverter-defibrillators.

Always keep away the charging case from you if use a cardiac pacemaker or 
implantable cardioverter-defibrillators.

Otherwise fire or thermally deforms of the product may occur due to excessive heat.

Do not use the product covered with thick blankets, comforters or similar 
items.

Do not incinerate.Contact your local municipality, disposal service for more information on 
disposal.

This product must not be discarded as household waste. Please dispose of 
the product properly, following local regulations. 

This product contains small parts which may be a choking hazard. Not suitable for children 
under age 3.

Keep out of reach of children.

There is a possibility that radio wave may affect a cardiac pacemaker and electro-medical 
apparatus.

Do not use the headphones at medical institutions, near electro-medical apparatus 
or in crowded places.

The headphones may affect the operation of electronic medical devices.
Turn off the headphones in locations where is in a hospital, a gas station or near automatic 
doors or a fire alarm, as it may cause any accident. 

This products contain rechargeable batteries (lithium polymer batteries).

this warranty card has no stamp of ZERO AUDIO authorized reseller or no proof 
of purchase details from ZERO AUDIO or a ZERO AUDIO authorized reseller.
this warranty card is altered or falsified, or not filled with requirements.
your product gets an unauthorized repair, modification or customization.

: 1)

: 2)
: 3)

defects or damage arising from natural disasters or fire etc.
defects or damage arising from transportation after purchase.
defects or damage arising from external pressure or improper or unreasonable 
use including but not limited to handling against the precautions in this 
instructions.
defects or damage arising from an attached electric device or component, or 
from other defects or damage of such an attached electric device or component.
defects or damage arising from insufficient or improper maintenance.

: 4)
: 5)
: 6)

: 7)

: 8)

The headphones can be updated with the latest firmware. For details, please visit our 
website.

Firmware update

https://en.zeroaudio.jp

https://en.zeroaudio.jp/contact

Silicone cover 

Importar information
Company Name Around the world trading,inc.
Address 7519 convoy ct,San Diego,CA,92111
Telephone 858-715-0461
Website http://www.ashmart.com

*For troubleshooting or product information please see ZERO AUDIO website.

https://en.zeroaudio.jp/contact

FCC ID : 2ARNT-TWZ-1000 
T
R

D18-0325001

204-820605

If pairing between the right and left units is not completed successfully (e.g. you can hear 
sound only from one side) It may be recovered by the following procedure.

How to pair right unit and left unit each other manually

Turn on the headphones and double click the MFB / R & L simultaneously while 
not connected to a Bluetooth device.
Ensure that the LED rings blink quickly, and then put the headphones very 
close.
Ensure that the LED rings stop blinking.
Then, pair the headphones with the device again by following the steps in "3. 
Making connections to Bluetooth® devices".
Please try the below procedure of “Initializing the headphones to restore factory 
settings” if you cannot solve the problem.

①

②

③
④

*

or

or


