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urbanista MADRID（マドリッド）は、洗練された北欧デザインとユ
ーザーフレンドリーな機 能 性を持つ普 段 使いに理 想 的な
Bluetoothイヤフォンです。
持ち運びにも便利で、またどんなシチュエーションでも使いやすく、
音楽をより身近に楽しめます。

ブラック ピンク

THE SIMPLICITY OF BLUETOOTH  
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urbanista MADRID Bluetoothイヤフォンをお買い上げいただき
ありがとうございます。
urbanistaとは現代的な都市生活を過ごす人という意味の言葉で
す。urbanista製品は活動的なモバイルライフスタイルを快適にす
るために開発され、その中でもurbanista MADRIDはシンプルに
快適に音楽を楽しむ人々のためにデザインされたBluetoothイヤ
フォンです。

リモコン部分の名称　　　　

マイクロフォン

音量ボタン（＋）

電源ボタン

音量ボタン（-） 充電用microUSBポート
（※差し込み方向にご注意ください）
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ご使用方法

※ご使用の前に必ず充電を行ってください。
※イヤフォンを耳から取り外す際には、必ずイヤフォン部分を持って

取り外してください。断線の恐れがあります。
●本製品に付属のmicroUSBケーブルを充電用microUSBポート

に接続をしてパソコン等のUSBポートに接続をしてください。
●充電中は、音量ボタン（＋）が青色に点灯します。
●充電が完了すると、音量ボタン（＋）が消灯します。

ペアリング方法

1. 電源ボタンを5秒間長押しをして電源をONにしてください。
2.電源ボタンを電源ONにした状態からペアリングモードになりま

す。ペアリングモードでは、音量ボタン（＋）が青色点滅します。
3. スマートフォンやパソコンのBluetoothをONにしてください。
4. Bluetooth設定方法に従い、ペアリングを行ってください。

Bluetoothの機器名は「Urbanista Madrid」を選択してください。
5. ペアリングが完了すると、音量ボタン（＋）が10秒ごとに青色点滅

します。

※一度ペアリングを行った端末とは、次回からペアリングを行わず
に使用ができます。

※ペアリングを解除するにはペアリングを行った端末より接続解除
を行ってください。
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通話機能

●着信時に電源ボタンを1回押すと、受話できます。
●通話中に電源ボタンを1回押すと、終話できます。

・ 再生中
青色点灯（12秒間隔）

・ ペアリング中
青色点滅

・ 電源ON／OFF
赤色と青色が点灯

・ 充電中
青色点灯

・ 満充電時
青色消灯

リモコン操作方法

（※iPhone等のSiri搭載機種で動作します）

マイクロフォン

押す .........音量大きく
長押し......1曲送り

押す .........再生／停止
　　　　 （着信時）受話
　　　　 （通話時）終話
長押し......電源オンオフ
2回押す...Siri起動（※）

押す .........音量小さく
長押し......1曲戻し

LEDランプ

製品仕様

対応機種

通信方式 Bluetooth 4.0
最大通信距離 見通し距離約10m（Class2）
対応プロファイル A2DP／HFP／AVRCP／HSP
ペアリング 最大ペアリング登録2台
動作周波数 2.402～2.480GHz

ドライバー Φ10 mm
感度 102dB±3dB
周波数帯域 20 - 20.000 Hz
インピーダンス 16±15％Ω

充電時間 約1.5時間
連続再生時間 約4時間
待受時間 約100時間

動作温度／湿度範囲 温度5～35℃／湿度 45～85％

通信仕様

イヤフォン部分

充電仕様

その他

Bluetooth 対応機種　
対応プロファイル（A2DP／HFP／AVRCP／HSP）　

付属品
microUSB充電ケーブル
ケーブルクリップ
交換用イヤーチップ
スポーツ用イヤフック
取扱説明書
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（安全にお使いいただくために必ずお読みください）安全上のご注意

本取扱説明書をよくお読みになり正しくご使用ください。
ご使用になる接続機器の取扱説明書の「Bluetooth」に関する項目もあわせてお読みく
ださい。取扱説明書は大切に保管し、いつでも参照できるようにしてください。ここに記
した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損
害を未然に防止するためのものです。安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りく
ださい。

●各事項は以下の区分に分けて記載してあります。
表示の説明

●本製品を直射日光の当たる場所、暖房器具などのそばや、湿度の高い場所では使用、
保管をしないでください。感電、発熱、発火、故障の原因になります。

●電子レンジなどの加熱調理器や高圧容器に入れないでください。発火・故障・火災・
傷害の原因となります。

危険 （必ず以下の事項をお読みになってからご使用ください）

危険

警告

注意

この表示は「人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じるこ
とが想定される内容」を示しています。

この表示は「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容
」を示しています。

この表示は「人が傷害を負う可能性が想定される内容や、物的損
害の発生が想定される内容」を示しています。

●車を運転中の接続機器の操作は、事故を招く危険な行為ですので、絶対におやめく
ださい。
●付属の充電ケーブル以外での充電は、発熱、発火、感電、ケガや故障の原因になりま
すのでおやめください。
●高温になる場所（火のそば、ストーブのそば、炎天下など）や引火性ガスの発生するよ
うな場所での使用や放置はしないでください。変形や故障の原因になります。
●本製品を水につけたり、濡らさないでください。水に濡れたものは使用しないでくださ
い。また濡れた手でさわらないでください。感電、発熱、発火の原因になります。
●充電する前には必ず、各接続部を確認してください。ホコリなどの付着がある場合や
コネクタ部が変形・破損した場合は、使用をおやめください。ショート、火災の原因に
なります。
●充電時には必ず、接続する向きをご確認ください。無理に逆向きで接続しないでくだ
さい。コネクタの破損、ショート、火災、故障の原因になります。
●分解や改造、お客様による修理や半田付けなどはしないでください。故障の原因とな
ります。発熱、発火、感電、ケガをすることがあります。
●乳幼児・小児の手の届かない場所で使用、保管してください。ケーブルや本製品によ
る事故や誤飲などの危険性があります。
●お子様がご使用になる場合は危険な状態にならないように保護者が取り扱いの内容
を教えてください。また、使用中においても指示どおりに使用しているかご注意くだ
い。ケガなどの原因となります。
●本製品に金属などを差し込まないでください。感電、発熱、発火の原因になります。
●本製品を投げたり、衝撃を与えないでください。事故、ケガ、故障の原因になります。
●雷がなりはじめたら、安全のため本製品や接続されている各機器にさわらないでくだ
さい。落雷による感電の原因となります。
●本製品を踏みつけたりするような危険性がある場所に放置しないでください。ケガや
事故の原因になります。また重い物を載せたり、落下しやすい場所、磁気、ホコリの多
い場所に置かないでください。発熱、発火、故障の原因になります。
●病院や交通機関の一部など、高周波無線機の電源を切ることが義務付けされてる場
所では、本製品の電源をお切りください。トラブルの原因になります。

●航空機に搭乗する際は、事前に本製品の電源を切り、機内では絶対に使用しないで
ください。トラブルの原因になります。
●ご使用にならない時は必ず、全ての接続箇所を取りはずし、安全な場所に保管してく
ださい。火災、感電、故障、事故の原因となります。

警告 （必ず以下の事項をお読みになってからご使用ください）
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注意 （必ず以下の事項をお読みになってからご使用ください）

●イヤフォンを耳から取り外す際には、必ずイヤフォン部分を持って取り外してくださ
い。断線の恐れがあります。
●5℃～35℃の環境でご使用ください。それ以外の環境でのご使用はおやめください。
●極端な温度条件下では保管しないでください。（-10℃～40℃内の環境下で保管し
てください。）
●本製品を充電中、本製品が多少発熱しますが、故障ではありません。本製品の電池が
極端に熱くなったり、本製品に異常を感じた場合は、直ちに使用を中止してください。

●湿気、ホコリ、振動の多い場所、一般の電話機やテレビ、ラジオなどの近く等の場所で
は、充電しないでください。
●各機器からコネクタをはずす際はコネクタ本体を持って行ってください。ケーブルを
持って強く引っ張るなどの衝撃を与えると断線、故障の原因になります。

●断線や故障の原因となりますので、本製品を接続機器に強く巻きつけたり、ケーブル
を引っ張ったり無理な力を加えたりしないでください。
●本製品が汚れた場合、乾いた布でふきとってください。シンナー、ベンジン、アルコール
などでふかないでください。本製品を傷める原因になります。
●皮膚に異常を感じたときは直ちに使用を止め、皮膚科専門医にご相談ください。お客
様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。

●本製品には繰り返し充電できるリチウム電池を内蔵しています。万一、内蔵電池が液
漏れした場合は、素手で液をさわらないでください。液が目に入った場合は、失明の
原因になる恐れがありますので、目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で充分
に洗い、直ちに医師の治療を受けてください。また液が体や衣服についた時も、火傷
やケガの原因になりますので、すぐに水道水などのきれいな水で充分に洗い流し、皮
膚に炎症やケガの症状がある場合は、直ちに医師に相談してください。

●本製品をポケットやバッグの中に入れ持ち運ぶ際は強い力が加わらないようにご注
意ください。本製品の破損の原因となります。

免責事項

●地震や雷・風水害等の天災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使用により生じ
た損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
●本製品の使用または使用不能から生じる付随的な損害（事業利益の損失、事業の中
断・記録内容の変化・消失など）に関しては、当社は一切の責任を負いません。

●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、当社は一切の責
任を負いません。

●当社が関与していない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作等から生
じた損害に関しては、当社は一切の責任を負いません。

使用上のご注意

●歩行中、自動車・オートバイ・自転車運転中にイヤホンを使用しないでください。交通
事故の原因となります。自動車・原動機付自転車運転中の携帯電話の使用は法律で
禁止されています。また、自転車運転中の携帯電話の使用も法律などで罰せられる場
合があります。

●2.4GHz帯を使用する無線LAN（IEEE802.11g/b/n）との併用は、電波干渉の発生
により利用できない場合があります。
●本製品に対して、すべてのBluetooth機器の動作を保証するものではありません。
●交通機関や公共の場では、他の人の迷惑にならないよう音量にご注意ください。
●周囲の音が聞こえないと危険な場所（踏み切り、駅ホーム、工事現場、自動車や自転
車が通る場所など）では使用しないでください。交通事故の原因となります。

●耳をあまり刺激しない適度な音量でお使いください。大音量で長時間聴くと聴力に
悪影響を与えることがあります。

●本製品を耳に装着し通話や音楽再生中、接続機器をポケットやバッグの中に入れま
すと電波が遮され、音が途切れる場合があります。
●乾燥した場所では耳にピリピリと刺激を感じることがあります。これは人体や接続し
た機器に蓄積された静電気によるもので本製品の故障ではありません。
●本製品は長い期間使用すると、紫外線（特に直射日光）や摩擦により変色することが
あります。
●接続機器によっては本製品の各機能に対応していない場合や、対応していても相性
により動作が不安定な場合があります。
●汚れたままにしておくと、かぶれなどの原因になることがあります。本製品を常に清潔
に保ち、ご使用ください。
●イヤーチップが汚れたら本製品からはずして薄めた中性洗剤で手洗いしてください。
洗浄後は水気をよくふいてから取り付けてください。

●本製品には電池が内蔵されています。出荷時には充分に充電されていませんので、必
ずご使用前に充電してください。
●充電には、必ず付属のUSBケーブルをご使用ください。
●充電した後も使用時間が極端に短くなった場合は内蔵電池の寿命です。
●内蔵電池は交換できません。あらかじめご了承ください。
●内蔵電池が完全に放電していると、充電中の表示LEDが点灯するまでしばらく時間
がかかる場合があります。
●内蔵電池の残量が少ない状態で使用すると、内蔵電池の寿命を縮める原因となり、
待ち受け時間も短くなります。ご使用前には毎回充電するようにしてください。
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●本製品は防水仕様ではありません。風呂場など湿気の多い場所でのご使用や、雨な
どがかかることはおやめください。また身に付けている場合、汗による湿気により内部
が腐食し故障の原因となります。故意による水漏れ故障と判明した場合、保証対象外
となりサポートできないことがありますので、あらかじめご了承ください。
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保証期間 / お買い上げ日より　1年間
　必ず、お買い上げ店舗のレシートを本書(本保証規定)と一緒に保管してく

ださい。万一、修理の際は、現品と本書(本保証規定)と販売店のレシート
を添え、本保証規定の右記に記載の当社住所までお送りください。
●保証期間内に、パッケージ記載の取扱説明および本書記載の注意事項をお守りいた

だいた正しい使用状況で、万一本製品が故障した場合には本製品を無償で交換しま
す。本製品を使用しての事故やケガおよび、取り付け機器本体の破損、故障、キズ、変
色、取り付け面への影響、紛失などにつきましては、一切の責任、保証を負いかねます
のでご了承願います。取り付け機器のメモリーの破損や消失および、いかなる機会損
失などに関しましても、一切の責任を負いかねます。

※次の場合は保証対象外となります。
【1】本製品(修理対象品)と本書(本保証規定)およびレシートの提示がない場合。
【2】「ご注意」に記載した事項をお守りいただいてない場合。
【3】個人売買および、オークションなどでご購入した場合。
【4】地震、火災、落雷、台風などの災害により故障および損傷した場合。
【5】お客様がご購入後、落下や衝撃などの事象が発生した場合。

●本保証書は日本国内のみ有効です(This warranty is valid only in Japan)。

●ご返送時にご記入いただいたお客様の個人情報は、商品の修理に関する連絡、交換
の対応以外の目的に使用いたしません。なお、上記利用目的の実施に必要な範囲で、
業務委託先に預託する場合がありますのでご了承ください。

保 証 規 定

■お電話からのお問合せ
　TEL 0120-530-043

■オンラインでの
　お問合せ

受付時間 AM9:30～PM5：00 
（土、日、祝日、年末年始を除く）

右記QRコードより、
アクセスしてください。

https://msc-overseas.jp/
〒101-0064 東京都千代田区神田猿楽町2-8-16 平田ビル4階

海外事業部輸入　
販売元

Media Sell Corporation

株式会社

商 品 お 問 い 合 わせ
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Bluetoothの文字およびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、urbanistaはライセンスを受
けています。 iPhone、Siriは、米国および他の国 で々登録されたApple Inc.の商標です。 Appleは、米国および他
の国 で々登録されたApple Inc.の商標です。 iPhone 商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されて
います。 その他製品に記載している会社名・製品名は各社の商標または登録商標です。 
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