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ユーザーマニュアル

1 2

4.安全のためにも、外を走っている間は音量を大きくしす

ぎないようにして、周囲の音が聞こえるようにしてくださ

い。

1.運転中や充電中にヘッドホンを使用しないでください。

2.注意して使用し、危険な状況でのヘッドホンの使用はお

やめください。

3.聴力障害を避けるため、大音量で長時間聴かないように

してください。

3 .  ヘ ッ ド ホ ン を 落 と し たり、 極 端 な 温 度 で の 動 作 を

したりすることを避けてご使用ください。次の操作温度範

囲 内 で ヘ ッ ド ホ ン を 使 用 し て く だ さ い ： - 1 5  ° C  ( 5 

F)～55°C (131 F)。

5. ヘッドホンを清掃するのに腐食性の洗剤/オイルを使用

しないでください。

4. 水にヘッドホンを沈めないでください。

6. ヘッドホンを使用しない場合は、節電のためにヘッド

ホンのBluetoothとANC機能をオフにしてください。

2. 不適切な使用により発生する可能性のある危険を避ける

ため、子どもの手の届かない場所に保管してください。

1. 充電には6.3V以内の電圧の付属、または認証済みのケ

ーブルをご使用ください。電圧が 6.3V を超過し、36Vで

あるときは電力の供給が断ち切られ、保護モードが開始さ

れます。ヘッドホンは 36Vを超える電圧での使用時には壊

れる場合があります。

安全のための注意事項

聴覚の安全性：

操作の安全性：
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内容物

NC75 Proヘッドホン　1個

携帯用キャリーケース　1個

飛行機用アダプター 　1個

(飛行機用のみ)

マイクロUSB充電ケーブル　

1個

オーディオケーブル　1個

6.35mmから3.5mm

ピアノアダプター　1個
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ANC LED インディケーター

充電ポート

AUXポート

マイク

確認できる内容

ANCボタン

ボリュームダウン/次の曲

多機能ボタン

ボリュームアップ／前の曲

LED インディケーター
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ANC機能を使用する

使用方法

ANCボタンを押すと、ノイズキャンセリングの有
効化（ON/OFF）ができます。

(ANCが有効化になっている時はLEDインディケー
ターが緑色に点灯します。)

Bluetooth機能を使用する

1.ヘッドホンの Bluetooth を使用するには、多機

能ボタンを3-5秒間長押しすることでペアリングモ

ー ド を お 使 い い た だ け ま す 。 （ L E D イ

ンディケーターは青と、点滅する赤です）。 

2.お使いの携帯電話のBluetoothを起動し、ヘッド

ホンのBluetoothペアリング名「NC75 Pro」を選

択し、クリックしてペアリングします。(LEDイン

ディケーターライトは、正常にペアリングすると、

ゆっくりと点滅する青になります)。

3.多機能ボタンを3～5秒間押し続けてヘッドホン

のBluetoothをオフにします。

押すと音量を調整します。長押しすると、次の

曲/前の曲にスキップします。

多機能ボタンを二度押しすると、着信を拒否

することができます。

多機能ボタンを押すと、音楽の再生/一時停止、

通話の応答/終了ができます。
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機能詳細
簡単なペアリング

3.携帯電話のBluetoothをオンにします。携帯電話でヘッ

ドホンのBluetooth信号を検索し、「NC75 Pro」を選択し

てペアリングします。(LEDインディケーターライトは、正

常にペアリングすると、ゆっくりと点滅する青になります)

4.ペアリング手続き中にパスワード/PINコードを要求され

た場合は、「0000」（0を4つ）を入力してください。

2.ペアリング中は、ヘッドホンと携帯電話をできるだけ近

づけてください。

1.多機能ボタンを3〜5秒間長押ししてヘッドホンの

Bluetoothをオンにし、ペアリングモードに入ります。

(LEDインディケーターライトは青と赤の点滅表示です)。 

2台目のBluetoothデバイスとペアリング

1.最初のBluetoothデバイスにヘッドホンが正常に接続さ

れ、音楽が再生されていないことを確認してください。

3.「イージーペアリング」の手順に従って、2台目のデバ

イスとヘッドホンをペアリングします。

4.最初のBluetoothデバイスに戻り、再びヘッドホンとペ

アリングします。両方のデバイスはヘッドホンとペアリン

グされました。

2.ヘッドフォンがオフになるまで多機能ボタンを押し続

け、「簡単なペアリング」の手順を続行します（ヘッドフ

ォンをペアリングモードに戻します,LEDインディケーター

が青と赤に交互に点滅します)。



アクティブノイズキャンセリング（ANC）ON/OFF

ANCをオフにするには、ANCボタンを押します。

（ANCがオフの場合、LEDインディケーターの緑のライト

は消灯します。）

（ANCがオンの場合、LEDインディケーターライトは緑色

になります。）

ANCを有効にするには、ANCボタンを押します。

有線モード

ヘッドホンは有線の外部音源接続用のAUX入力に対応して

います。ヘッドホンのBluetoothをオフにして、オーディ

オケーブルを差し込むだけです。任意のANC 

Bluetoothヘッドホンの場合は有線モードに切り替えるた

め、バッテリ電源のサポートが必要です。ANCは有線モー

ドでも動作します。

マイクはBluetoothモードでのみ動作し、有線モードでは

動作しません。

有線モードではヘッドホンの音量を調整できないことに注

意してください
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音声ダイヤリング

「ボリュームアップ」と「ボリュームダウン」のボタンを

同時に押すと、音声ダイヤル機能が有効になります

（iPhone Siriと一部のAndroid音声ダイヤルソフトとの互

換性あり）。

装着方法

イヤーカップホルダーの90°

内側への旋回

調節可能なヘッドバンド
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飛行機のアダプター接続

飛行機アダプターを航空機の座席のオー
ディオソケット（二重穴）に接続し、
3.5mmオーディオケーブルを使用して
ヘッドフォンと飛行機アダプターに接続
します。

飛行機でのみ使用し、電源ソケットに差
し込むことはできません。

警告：
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ヘッドホン仕様
LEDインディケーター

再生：青色のライトがゆっくり点滅

バッテリー残量が少ない：音声プロンプトで赤いライトが
点灯

Bluetoothオフ：青と赤のライトがオフ

充電中：赤のライトが点灯

フル充電：赤のライトがオフまたは青のライトがオン

ANC On：緑色のライトが点灯

ANC OFF：緑色のライトが消灯

ペアリング：青と赤のライトが交互に点滅

ペアリング済み：青色のライトが点滅

技術的な仕様

•Bluetoothプロファイル：A2DP, AVRCP, HSP, HFP, CVC

•重量：275g                •インピーダンス：32 Ω

•周波数応答：20–20KHz

•充電時間：2 時間

•防水評価： IPX4

•製品名： Srhythm NC75 Pro

•バッテリー容量：750mAh

•入力: 5V-12V                      •チップ： CSR

·Bluetoothバージョン：V5.0

•Bluetooth範囲： 10m/33ft

•ドライバー直径：Φ40mm

•使用時間: 30-40 時間

※LEDインディケーターの色が混ざり合って他の色（ピンク、

紫など）になる場合がございますので、あらかじめご了承くだ

さい。
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問題がある場合は、ここにヒントがあります：1。 ヘッドフォンを

フル充電します（急速充電器は使用しないでください）2。 オー

ディオケーブルをヘッドホンオーディルソケットに挿入してから

取り外して、ヘッドホンをリセットします。 または、アップグ

レードされたNC75 Pro ヘッドフォンは、充電時に自動的にリ

セットされます。

ペアリングの削除：「ボリュームアップ」と「ボリュームダウ

ン」ボタンを同時に5秒間長押しします。

充電

お使いの携帯電話のBluetoothを起動し、ヘッドホンの

Bluetoothペアリング名NC75 Proを選択し、クリックしてペアリ

ングします。(LEDインディケーターライトは、正常にペアリング

すると、ゆっくりと点滅する青になります)多機能ボタンを3～5秒

長押しすると、ヘッドホンのBluetoothがオフになります。

付属のマイクロUSB充電ケーブルを使用して、ヘッドホンの充電ポ

ートに接続します。充電ケーブルのもう一方の先端をコンピュータ

のUSBポートまたは6.3Vの電圧を超えないUSBのウォール充電器に

接続します。充電する前にヘッドホンのBluetoothとANC機能をオ

フにしてください。 

充電中はヘッドホンを使用しないでください。LEDインディケー

ターライトは、充電が完了している場合は、ヘッドホンの電源が切

れた状態でオフ または青色 を表示しています。
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Q&A

A: ヘッドホンのバッテリーの状態を再確認してください。

1.Q: ヘッドホンが携帯電話とペアリングできないのですが、なぜ

ですか？

ヘッドホンがペアリングモードまたは再接続モードにあるかどうか

を確認してください、お使いのBluetoothデバイスのBluetooth検

索機能がオンになっているかどうかを確認してください。すべてを

確認してから、BluetoothデバイスのBluetoothメニューに移動し、

ヘッドホンのBluetoothペアリング名NC75 Proを削除/無視し、上

記の "簡単ペアリング"の手順に従ってBluetoothを再接続しようと

することができます。

2.Q: ヘッドホンの電源が入らないのですが、なぜですか？

3.Q: ヘッドホンの電池交換はできますか？

A: 安全のためにも、運転中にヘッドホンを使用して気が散らないよ

うにすることを強くお勧めします。

A: 比較的近い距離に金属素材や障害物がないか、またはお使いの環

境によって、Bluetooth接続を妨害する可能性がないかをご確認く

ださい。これは、Bluetoothはヘッドホンと他のデバイスの間にあ

る物体に敏感な無線技術であるために起こる可能性があります。

6.Ｑ：パソコンや携帯電話から音が聞こえないのはなぜですか？

5.Q: ヘッドホンが時々10メートル以内にあるBluetoothデバイス

と切断されるのですが、なぜですか？

A: コンピュータの出力チャンネルがA2DPプロファイルをサポート

しているかどうかを確認してください。また、ヘッドホンとコン

ピュータ/携帯電話の音量設定も確認してください。

7.Q: 携帯電話のアプリで再生中のトラックの音量を、ヘッドホン

を使用して調整できないのはなぜですか？

A: 異なるアプリケーションソフトウェアの��のため、ヘッドホン

がそのアプリと�全に��性がない可�性があります。

A: いいえ、できません。ヘッドホンは、交換できない着脱式のリチ

ウムポリマーバッテリーを内蔵しています。

4.Q: 運転中にヘッドホンは使えますか？
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9.Q: オーディオケーブルを接続するとBluetoothがオフになるの

はなぜですか？

8.Q: Bluetoothが閉じたり開いたりできない場合はどうすればい

いですか？

A: ヘッドホンのオーディオポートにオーディオケーブルを挿入して

削除することで、ヘッドホンのBluetooth機能をリセットししま

す。再接続する前に、あなたの携帯電話でヘッドホンの

Bluetoothペアリング名NC75 Proを削除/無視することをご留意く

ださい。

11.Q: Windows PCでオーディオの品質が悪くなるのはなぜです

か？

A: ANCとBluetoothは同じLEDインディケーターライト（光の色が

異なります）で表示され、ANCは緑色、Bluetoothは青色で表示さ

れます。Bluetoothをオン/オフにする必要がある場合は、ライトの

色が分かりにくい場合に備えて、まずANCをオフにすることができ

ます。しかし、シンプルで簡単なので、何度か使っているうちに色

の意味がよくわかるようになります。

A: これは私たちの特別な機能の一つです。ユーザーがオーディオ

ケーブルをヘッドホンのオーディオポートに差し込むと、すべての

Bluetooth機能ボタンが動作を停止し、Bluetoothがオフになりま

す。しかし、オーディオケーブルを移動させると、Bluetoothは再

び利用可能になります。

10.Q: ヘッドホンのオン/オフができないのはなぜですか？

A: 一部のお客様からは、Windows PCでの音質の悪さを指摘されて

います。出力デバイスを変更することで切り替えられる「ヘッド

セット」と「ヘッドホン」モードがありますので、ご注意ください。

「ヘッドセットモード」を選択することで、音質が飛躍的に向上し

ます。「ヘッドセットモード」は圧縮率の高いVOIP通話などに対

応しています。それはヘッドホン製品のせいではなく、そのプロト

コルの限界に過ぎません。「ヘッドホンモード」でお使いいただけ

ると、高音質でご利用いただけます。
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3.Please do not listen for a long time at high 
volume to avoid hearing damage.

1.Please do not use headphone while driving and 
charging.
2.Please use cautiously and stop using headphone 
in dangerous situation.

4.For your safety,please do not turn the volume too 
high while running outside to ensure that you can 
hear sound in your surroundings.

5.Do not use corrosive cleaner/oil to clean 
headphone
6.Turn off headphone Bluetooth and ANC function 
to save power when you do not use headphone.

4.Do not submerge headphone in the water.

1.Use original or certified cables for charging and 
voltage within 6.3V.Power will be cut off and start 
protection mode when the voltage exceed 6.3V and 
within 36V.Headphone will be broken when the 
voltage over 36V.
2.Keep away from children to avoid danger from 
improper use.
3.Avoid dropping headphone and operating in the 
extreme temperature. Please use headphone within 
operation temperature range: -15 °C (5 F) – 55°
C(131 F).

Safety instructions
Hearing safety: 

Operation Safety:
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What's in the Box

NC75 Pro Headphone *1

Portable Carry Case*1

Airplane Adaptor *1

(Only use for airplane)

Micro USB Charging Cable *1

Audio Cable *1

3.5mm to 6.35mm 

Piano Adaptor *1



ANC indicator light

Volume Down/Next Song

Volume Up/Previous Song

ANC Button

At a Glance
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Multi-function Button

AUX Port

Microphones

LED indicator light

Charging Port

Use ANC Function

How to Use

(the LED indicator light will be green 
when ANC ON.)

Press the ANC Button to turn Active 
Noise Cancellation ON/OFF

Use Bluetooth Function

1.Hold the Multi-function Button for 3-5 
seconds to turn headphone Bluetooth 
on,then enter pairing mode.(the LED 
indicator light will be blue and red 
flashing quickly.) 
2.Start your mobile phone Bluetooth and 
find headphone Bluetooth pairing name 
"NC75 Pro" to click it to pair.(the LED 
indicator light will be blue flashing slowly 
after pairing successfully.)
3.Hold the Multi-function Button for 3-5 
seconds to turn headphone Bluetooth off.

Press to adjust volume. Long press to 
skip to next/previous song.

Double-press the Multi-function Button 
to reject an incoming call.

Press the Multi-function Button to 
play/pause music or answer/end call.

2
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Function Details
Easy Pairing

4. If you are asked for a password/PIN code during 
pairing procedure,please enter "0000" (four zeros).

2. Keep headphone and your mobile phone as close 
as possible during pairing process.

pairing mode.(the LED indicator light will be blue and 
red flashing quickly.) 

1. Hold the Multi-function Button for 3-5 seconds to 
turn headphone Bluetooth on,then enter

3. Turn on your mobile phone Bluetooth. Search for 
headphone Bluetooth signal on mobile phone and 
click “NC75 Pro” to pair.(the LED indicator light will 
be blue flashing slowly after pairing successfully.)

Pair to the Second Bluetooth Device

1. Please make sure that headphone is connected to 
the first Bluetooth device successfully and music is 
not playing.

3. Pair headphone with the second device according 
to "Easy Pairing" steps.

2. Hold the Multi-function button until the 
headphone switch off and continue with the steps 
"Easy Pairing"(Let the headphone re-enter pairing 
mode,the LED indicator light will flash blue and red 
alternately).

4. Return to the first Bluetooth device and pair it with 
headphone again. Now both of your devices are 
paired with headphone.
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Active Noise Canceling(ANC) ON/OFF

To turn off ANC, press the ANC Button;
(the LED indicator light will be green when ANC ON.)

(the LED indicator light green color will be off when 
ANC OFF.)

To turn on ANC, press the ANC Button;

Wired Mode

Headphone support AUX input for wired external 
audio source connection. Simply turn headphone 
Bluetooth off and plug in the audio cable.For any 
ANC Bluetooth headphone,it is still need battery 
power support for wired mode.
ANC also works in wired mode.Microphones only 
works in Bluetooth mode,not for wired mode.

Please note that CAN NOT adjust volume on 
headphones in wired mode.



Voice Dialing

Press both “Volume Up” and “Volume Down” 
buttons simultaneously to activate voice dialing 
function(compatible with iPhone Siri and selected 
Android voice dialing software).

How to Wear

90° inwards swivel of 

earcups' holder

Adjustable Headband
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Airplane Adaptor Connection

Connect the Airplane Adaptor  
to audio socket(double holes) 
of aircraft seat,use 3.5mm 
audio cable  to connect with 
your headphone and Airplane 
Adaptor.

Only use for airplane,Can not be 

plugged into the power socket.

Warning:



Headphone Specification
LED Indicator Light

Playing:Blue light slowly flashes

ANC ON: Green light turns on

Bluetooth OFF: Blue and red lights turn off

Full Charge: Red light turns off or Blue light turns 
on

Pairing: Blue and red lights flash alternately

Paired: Blue light flashes

Charging: Red light turns on

Battery Low: Red light turns on with voice prompt

ANC OFF: Green light turns off

Technical Specification

•Charging time: About 2 hours

•Bluetooth version: V5.0

•Driver diameter: Φ40mm

•Bluetooth profile: A2DP, AVRCP, HSP, HFP, CVC

•Net weight: 275g                •Impedance: 32 Ω

•Bluetooth range: 10m/33ft

•Product name: Srhythm NC75 Pro

•Battery capacity: 750mAh

•Input: 5V-12V                      •Chip: CSR

•Use time: 30-40 hours

•Waterproof rating: IPX4

•Frequency response: 20–20KHz

* Please kindly note that perhaps sometimes these 
LED indicator light color will be mixed to become 
other colors(pink,purple,etc.) occasionally.
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Delete Pairing: Hold both "Volume Up" and 
"Volume Down" buttons simutaneously for 5 
seconds.

If any issues, here tips for you:1. Full charge your 
headphone(don't use fast charger)2. Reset 
headphone by inserting audio cable into 
headphone audio socket then removing it. Or the 
upgraded NC75 Pro headphones would be reset 
automatically when charging.

Charging 

Use the included micro USB charging cable to connect 
to headphone Charging Port. Connect the other end 
of charging cable to a computer USB port or USB wall 
charger under 6.3V voltage.Turn off headphone 
Bluetooth and ANC function before charging.Please 
don't use headphone while charging.The LED 
indicator light will be off or blue color when full of 
charge basing on headphone turn off status.
Start your mobile phone Bluetooth and find 
headphone Bluetooth pairing name NC75 Pro to click 
it to pair.(the LED indicator light will be blue flashing 
slowly after pairing successfully.)
Hold the Multi-function Button for 3-5 seconds to 
turn headphone Bluetooth off.



Q&A

compatible with some APPs.

A: Please check if output channel of your computer supports 
A2DP profile.Also check the volume settings on your 
headphone and computer/mobile phone.
7. Q: Why am I unable to use headphone to control the 
volume of a track playing on an APP on my mobile phone?

6. Q: Why can't I hear any sound from my computer or 
mobile phone?

A: No,you can not.Headphone uses a built-in non-detachable 
Li-Polymer battery that can't be replaced.

A: Due to configurations of different application 
software,headphone may not be completely

4. Q: Can I use headphone while driving?

5. Q: Why does headphone sometimes disconnects with 
Bluetooth device within 10 meters?
A: Please check if there are any metal materials or obstacles 
within a relatively close range or your surroundings that 
perhaps interfering with Bluetooth connection.This may 
happen because Bluetooth is a radio technology which is 
sensitive to objects between headphone and other devices.

A: For your safety,we strongly recommend that you do not 
use headphone while driving to avoid distraction.

1. Q: Why can't headphone pair with my mobile phone?
A: Please check if your headphone is in pairing mode or re-
connection mode,check if Bluetoothsearch function of your 
Bluetooth device is turned on,if all done,then go to Bluetooth 
menu of your Bluetooth device,delete/ignore the headphone 
Bluetooth pairing name NC75 Pro.After that,you can try to 
reconnect Bluetooth according to above “Easy Pairing” 
steps.
2. Q: Why can't headphone turn on?
A: Please double check the battery status of your headphone.
3. Q: Can I replace battery in the headphone?
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8. Q: What do I do if Bluetooth can not close or open?

A: Some customers have mentioned poor audio quality 
on Windows PC.Please note that there are “Headset” 
and “Headphone” modes you can toggle by changing 
your output device.Selecting “Headphone Mode” will 
drastically improve the audio quality.”Headset Mode” 
is designed for highly compressed VOIP calls,etc.That’s 
not the fault of headphone product,that’s just the 
limitation of that protocol.If you are in “Headphone 
Mode”,the audio quality is fantastic.

A: Please note that ANC and Bluetooth are indicated by 
the same LED indicator light(but different light color), 
with a green light for ANC and a blue light for Bluetooth. 
If you need to turn Bluetooth on/off,you can turn off ANC 
firstly in case that you make confused by the color 
lights.But you will be very familiar with the light color 
meaning after using few times because it is simple and 
easy.

9. Q: Why does Bluetooth turn off when I connect an 
audio cable?

11. Q: Why does audio quality become poor on 
Windows PC?

A: This is one of our special features. When users insert 
an audio cable into headphone audio port, all Bluetooth 
feature buttons stop working and Bluetooth turns off. 
But,Bluetooth will be available again when audio cable is 
moved.
10. Q: Why can't I turn headphone on/off?

A: Please reset Bluetooth function of headphone by 
inserting an audio cable into headphone
audio port,then removing it.Before re-connecting,kindly 
remember to delete/ignore headphone Bluetooth 
pairing name NC75 Pro on your mobile phone.
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