MONITOR II A.N.C.

ユーザーマニュアル

LEGAL AND TRADEMARK NOTICE
•

Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB. © All
Rights Reserved. Zound Industries International AB is hereinafter referred to as “Zound Industries”.

•

MARSHALL, Marshall Amps, their respective logos, “Marshall” and “Marshall” trade dress are
trademarks and intellectual property of Marshall Amplification Plc and may not be used without
permission. Permission granted to Zound Industries.

•

The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and
any use of such marks by Zound Industries is under license.

•

Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.

•

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc. registered in the U.S. and other countries. App
Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

•

All other trademarks are the property of their respective owners and may not be used without
permission.

免責事項
「Made for Apple」バッジが使われている場合、その周辺機器はこのマークが認定したApple製品
に接続することを目的として設計されたこと、また、Appleのパフォーマンス基準に適合している
ことを開発会社により保証されていることを意味します。Appleは、このデバイスの動作またはそ
の安全および規制基準規格に関する責任を負いません。
外部サービスの利用はお客様、そのサードパーティの間で別途契約が必要になる場合がありま
す。また、Zound Industries International AB はこうしたサービスの可用性について責任を負いませ
ん。

表示される再生時間は、ランダムに音楽を選択し、中音量で再生した場合で算出されています。
ここに記載されている情報は、出版時において正確なものであり、編集訂正の可能性もありま
す。本製品はソフトウェアに依存しており、その機能と互換性はソフトウェアのアップデートによ
って変更する場合があります。
Designed in Stockholm • Produced in China

For more legal information related to this product and to its use in your specific region, and for more
detailed information about Zound Industries and partner & license information, please visit the website:
www.marshallheadphones.com. The user is recommended to visit the website regularly for up-to-date
information.
Zound Industries International AB, Centralplan 15, 111 20 Stockholm, Sweden
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初めて使用するとき

001. LEDインジケーターが青色に点滅するまで、コントロールノブを押
し続けます。
002. お使いのオーディオデバイスのBluetooth®リストからMONITOR IIを
選択します。

003. Marshall Bluetooth アプリをダウンロードし、アプリ内の説明に従っ
てMボタン、ANC調節、EQ設定のカスタマイズなどを設定します。
Marshall Bluetooth アプリは Google Play または App Store で入手してください。
ヘッドフォンを初めて使用する前に、バッテリーを充電することをおす
すめします。

装置配置

001. カスタマイズ可能なMボタン
002. ANCモードボタン

003. LEDインジケーター
004. 3.5 mm入力

005. 充電用USB-Cポート
005

006. 多方向コントロールノブ
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コントロールノブ

LEDインジケーター

右イヤーキャップのコントロールノブを押し、 Bluetooth® ペアリングモ
ードを開始し、ヘッドフォンの電源をオフにして、その後オンにします。
機能

アクション

再生／休止

1回クリックします

電源オン／オフ
早送り

早戻し
早送り

逆戻り

音量を上げる
音量を下げる

発信着信操作

2 秒間長押しします
右向きに押す

左向きに押す

右向きに押し続ける

左向きに押し続ける
上向きに押す
下向きに押す

1回クリックすると通話を受ける、または通話
を終了できます
2回クリックすると着信拒否できます
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LEDインジケーターは左イヤーキャップにあり、ヘッドフォンの状態を表
示します
LEDステータス

赤-オレンジ-黄色-緑

白いライトが5秒間隔で点滅
白点滅
青点滅
オフ

ヘッドフォンの状態

充電中（0～100％バッテリー残量）

電源オン、Bluetooth® デバイスに接続済み、再
生は一時停止中
以前ペアリングされたデバイスを検索中
Bluetooth ペアリングモード

Bluetooth 経由で電源オフまたは再生

ヘッドフォンを充電する

バッテリー残量が低下するとアラート音でお知らせします。

USB-Cケーブルを使用してヘッドフォンをUSB電源に差し込み、バッテリ
ーを充電します。充電完了までは約2時間かかり、15分の充電で最高 5
時間のワイヤレス再生が可能です。
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ANCモードボタン

Mボタン

Monitor II A.N.C. はアクティブノイズキャンセリング（ANC）テクノロジー
を利用します。これは継続的にアンビエントノイズを正確に狙って調整
し、外部の音声の音量を調節します。

Mボタンは3つの異なるイコライザープリセット間を切り替え、またはお
使いの音声アシスタント、Googleアシスタント間を切り替えることができ
ます。

ANCモードには2種類あります。
•
•

アクティブノイズキャンセリング - 再生中の音声に集中し、ノイズ
をブロックします。

モニタリングモード - 会話をしたり、アナウンスが聞けるよう外部
の音声を受け入れます。

ANCボタンを使用して、2つのモードを素早く切り替えましょう。

001. 短く押すことで、アクティブノイズキャンセリング とモニタリングモ
ードを切り替えます
002. 2 秒間長押しすると、ANCのオンまたはオフすることができます

ノイズキャンセリングとモニタリングのレベルは Marshall Bluetooth アプ
リで調節できます。
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Marshall Bluetooth アプリを開き、Mボタン設定メニューからMボタン設
定を行います

注：音声アシスタントはお住まいの国ではご利用いただけない場合があ
ります。またはお客様と第三者との間で別途アカウントまたは同意が必
要になる場合があります。

3.5MM 入力端子

Monitor II A.N.C. を有線でお使いいただくには、付属の3.5mmケーブルを
ご利用ください。接続が完了すると、Bluetooth がオーディオ再生の接続
を解除します。ヘッドフォンの電源がオンになっている限り、ANCは引き
続きご使用いただけます。
3.5mmケーブルの接続を解除すると、ヘッドフォンは前回接続された
Bluetooth への接続を試みます。
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トラブルシューティング
問題

BLUETOOTH デバイスにペアリ
ングできません

原因

アクション

ヘッドフォンがペアリングモー ヘッドフォンの電源がオフに
ドになっていない。
なっていることを確認してくだ
さい。コントロールノブを 4 秒
間長押しし、LEDインジケータ
ーが青色に点滅するのを確認
します。Bluetooth デバイスリス
トから、MONITOR II を選択して
ください。
お使いのヘッドフォンが3.5mm Bluetooth ペアリングを行う前
リードに接続されている。
に、ヘッドフォンへの3.5mm
ケーブルの接続を解除して
ください

ANCが機能しない

ヘッドフォンの電源がオンに
なっていない。
ANCがオンになっていない。

コントロールノブを 2 秒間長
押しして、ヘッドフォンの電源
をオンにします。
ANCボタンを 2 秒間長押しし
て、ANCをオンにします。
ANCボタンを短く押すこと
で、ANCモードを切り替え
ます。

ANCレベルが Marshall Bluetooth Marshall Bluetooth アプリを開
アプリ内でオフになってい
き、ANC設定メニュー内でANC
る。
レベルを設定してください。
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問題

原因

アクション

ヘッドフォンが反応しない

ソフトウェアのエラーが起き
ています。

ハードウェアのリセットを行
います。

BLUETOOTHデバイスリストの中 Monitor II A.N.C. は2つの
に、2つの MONITOR II が表示
Bluetooth 接続を使用してい
されている
ます。1つはオーディオ再生、
もう1つはアプリ使用のため
の低エネルギー Bluetooth 接
続です。

この動作は通常です。更なる
操作の必要はありません。

コントロールボタンを下へ押
しながら、Mボタンを長押しし
てください。
問題が解決しない場合は、初
期化を行います。

注：出荷時状態にリセットする
と、全てのユーザー設定が消
去されるため、ヘッドフォンを
再設定する必要があります。
Mボタンを長押しして、コント
ロールノブを 7 秒間長押しし
てLEDインジケーターが紫にな
るのを確認してください。
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MARSHALLHEADPHONES.COM

