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始める

1.先ず最初に、ヘッドホンの電源をオフにします。
2.LEDがゆっくりと脈を打つように青く点滅するまで、コントロ
ールジョグを長押しします。
3.サウンドデバイスのBluetooth®リストからadidas RPT-02 
SOLを選択します。

�	複方向コントロールジョグ

コントロールジョグを使用して、ヘッドホンのオン/オフの切り
替え、メディアや音量のコントロールなどを行います。

 — オーディオを再生/一時停止するか電話に出る/切るには、短
く押します。

 — 通話を拒否するには、2回押します。
 — 音量を変更するには、上/下に押します。
 — 前/次のトラックに移動するには、左/右に押します。
 — 電源を入れる/切るには、2秒間押し続けます。
 — Bluetoothペアリングを行うには、ヘッドホンの電源を切った
状態で4秒間押し続けます。
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	POWERFOYLEと光量インジケーター

RPT-02 SOLは、光を電源とし、浴びる光の量が多ければ多
いほど、出力も増えることになります。操作ボタンを押すと、
ヘッドホンが浴びている光の量が光量インジケーターに示さ
れます。 
ヘッドホンを高温環境に放置した状態で長時間充電することは
避けてください。45℃（113 °F）以上の場所では、製品寿命と
充電能力に悪影響が及びます。

光量の状態


	最高の充電状態
屋外に出るのに最適で、光を大量に浴びられるの
で、Powerfoyleから最高の出力を引き出すことができます。

�	良好な充電状態
曇り空でも、実は思っていた以上にPowerfoyleを充電するのに
役立つ十分な光量があります。

�	いくらか充電状態
家の中にある照明器具からでも、多少は充電することができま
す。そのため、使用していないときでも、ヘッドホンを引き出しか
ら出しておくようにしましょう。

	充電していない状態
光がなければ充電も行われませんが、心配はいりません。光を
浴びず充電されない期間が長くなる場合でも、USB経由で充電
できることを覚えておいてください。

	カスタマイズ可能な操作ボタン

光量の状態を光量インジケーターで確認するには、操作ボタン
を長押しします。
adidas Headphonesアプリに移動し、操作ボタンの2回/3回押
しで呼び出せる個人的操作を設定します。
Spotifyを操作するには、Spotifyのプレミアムアカウントを持っ
ていることが前提であり、しかもこのアプリを実行している必
要があります。
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	 充電用USB-Cポート

光量が十分でないためヘッドホンを充電できない場合で
も、USBを経由すれば必ず充電することができます。ヘッドホ
ンをUSB-Cケーブル（付属していません）を使用してUSB電源
に接続してください。LEDが緑色に変わると、ヘッドホンが完全
に充電されたことになります。

電池のお手入れガイド

ヘッドホンには、高性能リチウムイオン電池が内蔵されてお
り、寿命は充電と使用状況に左右されます。下に示した指針に
従って、電池をできるだけ長い期間良好な状態に保ってくださ
い。

 — 急速充電器の使用はできるだけ避けてください。急速充電
を行うと、電池にストレスがかかり、劣化が早まります。

 — 既に完全に充電されているときには、充電しないでくだ
さい。また、完全に放電させないでください。残量は30%
～80%を維持するようにします。

 — ヘッドホンを長期間保管しておく場合には、半分ほど充電
し、乾燥した冷暗所に保管してください。

 — ヘッドホンを駐車中の車内や直射日光が当たる窓際な
ど、45℃（113 °F）以上の暑くて換気の悪い場所に放置した
り、そのような場所で充電したりしないでください。

 — 充電を10℃（50 °F）未満の低温の場所で行ったり、ヘッド
ホンを0℃（32 °F）未満の場所で使用したりしないでくだ
さい。

 — ヘッドホンを硬い表面の上に落とすなど、強い機械的衝撃
を与えないでください。電池が破損してしまう可能性があり
ます。

LEDインジケーター

LEDは電池充電中の充電状況を示し、赤から黄を経て緑（0%
～100%）まで変化します。Bluetoothペアリングモード中は脈
を打つように青く点滅し、ヘッドホンの電源が入り接続される
と、白く点灯します。
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	洗濯機で洗えるイヤークッションとヘッドバンド

ヘッドホンを掃除して新品に近い状態を保ち、できるだけ長持
ちさせましょう。ヘッドバンドとイヤークッションは、取り外す
ことができ、別々に洗濯機で洗うことができます。

イヤークッションの洗濯

イヤークッションを少し反時計回りに回し、そっと引いてヘッド
ホンから取り外します。
イヤークッションを再び取り付けるには、生地を折り返し、ヘッ
ドホンにあてがい、時計回りに回して戻します。
注記：右用のイヤークッションに開いている穴が、ヘッドホンの
USB-Cコネクターの位置と合っていることを確認してくださ
い。

ヘッドバンドの洗濯

インナー生地ヘッドバンドをそっと引っ張って、取り外します。
インナーヘッドバンドを再び取り付けるには、正しい位置にあ
てがい、両端をカチッとはめ込みます。 

ヘッドホンの清掃

ヘッドホンに接続されているケーブルがあれば、あらかじめ取
り外しておきます。すべてが完全に乾いていることを確認した後
に、USB充電器に接続します。
柔らかくわずかに湿りを帯びた糸くずが出ない布と、低刺激性
石鹸を使用します。どの開口部にも水が入らないように注意し
てください。スピーカーメッシュや開口部などの傷つきやすいま
たは敏感な部分は、乾いたブラシか綿棒で慎重に清掃します。

 — 先端がとがった物を使用しないでください。
 — 圧縮空気を使用しないでください。
 — 洗剤とウェットティッシュは使用しないでください。これらに
は強力な化学薬品、アルコール、または漂白剤が含まれてい
ることがあり、製品の表面が劣化したり性能が低下してしま
う可能性があります。

日本語



新しい機器とのペアリング

adidas RPT-02 SOLは、過去にペアリングされた機器を6台ま
で記憶しておくことができ、前回接続されていた機器と接続し
ようとします。
1. 先ず最初に、ヘッドホンの電源をオフにします。
2. LEDがゆっくりと脈を打つように青く点滅するまで、コントロ

ールジョグを4秒間押し下げます。
3. サウンドデバイスのBluetoothリストからadidas RPT-02 SOL

を選択します。

ヘッドホンのリセット

ヘッドホンの動作が異常である、反応しない、あるいは自分の
ユーザー設定をすべて消去したい場合には、ファクトリーリセ
ットを行います。
注記：これにより、ユーザー設定はすべて消去されるので、ヘッ
ドホンを再びセットアップする必要があります。
1. LEDが紫色になるまで、操作ボタンとコントロールジョグの

両方を10秒間押し下げます。
2. サウンドデバイスのBluetoothリストからadidas RPT-02 SOL

を削除した後に、再びペアリングします。

ヘッドホンのリサイクル

ヘッドホンの製品寿命が尽きたら、環境に優しい方法でリサイ
クルする必要があります。 
リサイクルに出す前に、Powerfoyleをダクトテープやその他の
不透明なテープで覆って、光を浴びて電池が充電されてしまう
ことを防いでください。
注記：リサイクルに出すよりも、だれかもらって喜びそうな人に
上げてみてはいかがでしょうか。だれかに上げる前に個人設定
をすべて消去するには、「ヘッドホンのリセット」の手順に従っ
てください。 
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