
   ANSWERING/ENDING/REJECTING CALLS
When Shield are turned on, and there is an incoming call, you will hear a musical tone.
-Single tap the Touchpad to answer the call.
-Single tap the Touchpad to end the call.
-Tap and hold the Touchpad for 3 seconds to reject the call.

   TRANSFERRING CALLS
During both incoming and outgoing calls, you can double tap the Touchpad to transfer to call to  the mobile 
phone. If you want to transfer the call back to Shield, double tap the Touchpad again. More procedures may 
be involved for some mobile phones.

   ADJUSTING THE VOLUME
To make the Shield small and lightweight, we removed the volume control from the earbuds. Increase or 
decrease volume by using the volume buttons on your mobile phone or other Bluetooth device.

   PUT THE CALL ON HOLD
Tap and hold the Touchpad for 2 seconds to put the current call on hold and accept the call waiting.
Single tap the Touchpad to resume to the first call.

   PLAYING/PAUSING MUSIC
Playing Music: Single tap the Touchpad.
Pausing Music: Single tap the Touchpad.

NOTE:
There are no tracking buttons on the earbuds, please track through songs using the controls on your 
mobile phone or other Bluetooth device.
 

   LANGUAGE SELECTION
Shield are with 2-language voice prompt: English & Chinese. You can switch between these 2 languages 
by double tap the Touchpad after the headphones are turned on but not connected with any device.
 

   CONNECTING TO A PC
You can connect Shield to a Bluetooth enabled PC.

   FACTORY RESET
To restore Shield to factory settings, turn off both earbuds, tap and hold the Touchpad of each earbud 
separately for 10 seconds. When the LED lights flash red and green twice the factory reset is successful.

   GUARANTEE
Jabees is a registered trademark of FreeTek International Co, Ltd. Other brands and product names are 
trademarks of their respective owners. Jabees warrants this product against all defects in material and 
workmanship for a period of twelve (12) months from the date of original purchase of the product. The 
conditions of this guarantee and the extent of responsibility of Jabees under this guarantee can be read 
in the Warranty Card.

   WARNING
(Prior to using this product)
1. Before putting on the earbuds, turn the volume to its lowest level.
2. Put the earbuds on, and then slowly adjust the volume to a comfortable level.
 (During the use of this product)
1. Keep the volume at the lowest level as possible.
2. If it is necessary to increase the volume, adjust the volume control slowly.
3. If you experience discomfort or ringing in your ears, immediately discontinue using the earbuds. With 
continued use at high volume, your ears may become accustomed to the sound level, which may result 
in permanent damage to your hearing without any noticeable discomfort.

   USE Shield AS A PAIR
STEP 1. In-sync wireless stereo connection with mobile phone. 
 

1) Tap and hold the Touchpad of both earbuds for 6 seconds. The LED lights will be in solid green, now 
both earbuds are switched on and will connect automatically.
2) The main earbud (left channel) will flash red and green and is now in pairing mode for a mobile phone.

STEP 2. Connecting with Mobile Phone or Other Bluetooth Devices. 

         

 1) Turn on the Bluetooth function of your mobile phone or other Bluetooth devices, start searching for the 
Bluetooth devices on your mobile phone. Select ' Shield' to complete the connection. 
2) If your phone asks for passkey or PIN-code, confirm with '0000'(4-zero).
3) When a mobile phone is connected to the left Channel of Shield, the Right Channel will then connect 
automatically.
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(1) Multi-function Touchpad
(2) LED Light
(3) Removable Earhook  

(4) Microphone 
(5) Charging Contact Points

(L) (R)

   USE Shield INDIVIDUALLY：
Please note that only the main earbud (left channel) can be used individually.
1. How To Pair And Connect With Mobile Phone.
1) Tap and hold the Touchpad for about 6 seconds, the LED lights turn on in solid green, then go into 
pairing mode, and the LED lights flash in green after pairing.
2) Turn on the Bluetooth function of your mobile phone or other Bluetooth devices, start searching for 
the Bluetooth devices on your mobile phone. Select 'Shield' and follow the instruction. If your phone asks 
for passkey or PIN-code, confirm with '0000'(4-zero).
3) When Shield and your mobile phone are paired and connected, you will hear the voice prompt.
 NOTE:
If no pairing is possible for a period of time (approximately 10 minutes), the earbud will be turned off 
automatically.

  
   MAKING CALLS
Once Shield are successfully connected to your mobile phone, you can use them to make and receive 
calls. Please consult your mobile phone’s manual for more information.
1. Dial By The Phone Keys 
Enter and dial the number on your mobile phone as you normally do. Once the call has been set up, the 
sound will be transmitted to your Shield automatically.
2. Redial
Double tap the Touchpad to redial the last number you called.
  NOTE: 
During the phone mode & use the Shield in pair, only the left channel earbud will be activated for 
handsfree. The right channel only supports music function.

Jabees Shield is a V 4.1 Bluetooth Stereo Sport Earbuds supporting True Wireless Stereo Technology,  
Voice Prompts in Chinese, English and other features specified in this QRG.

   OVERVIEW of Shield

   INTRODUCTION
Thank you for purchasing Jabees Shield Bluetooth True Wireless Stereo Earbuds. This manual will help 
you to accurately operate Shield, but you should familiarize yourself with the Bluetooth function of your 
mobile phone or other devices before using Shield.

   CHARGING THE BATTERY
Shield have charging contact points on the earbuds bodies and the Charging Case for storage and 
charging.
1. Place the Shield into the charging slots of the Charging Case individually.
2. Press the ‘ON/OFF for charging’ button on the Charging Case.
3. The LED light of the Charging Case will be in green 
and the earbuds will be in red when charging.
4. When the battery is fully charged, the green 
LED light of the Charging Case turns off, the LED 
light of the earbuds will be in solid green.

   WHEN THE BATTERY IS LOW
You will hear the voice prompt “Battery Low”. 
At this point please charge the Shield.
 

   IMPORTANT
   For the first use, please make sure to fully 
charge the Shield beforehand.
   You must charge Shield if they have not been 
used for more than 12 months.
   You must use the authorized charger to charge up
Shield.

     CHARGING THE CHARGING CASE
The Charging Case has a built-in 450mAh battery. It provides approximately 3 additional charges for 2 
earbuds. The 4 green LED indicators show remaining battery capacity. Please charge the Charging Case 
when it is running out of power.
1. Plug one end of the USB charging cable into the charging port of the Charging Case, and put the other 
end into your computer or AC charger with USB port.
2. When the Charging Case is fully charged, all 4 LED indicators will show in solid green.

   MULTIFUNCTION TOUCHPAD
Answering/Ending/Rejecting/Redialing/Transferring calls; 
Playing/Pausing the Music; Language Selection; Factory Reset; Pairing.

   TURNING THE HEADPHONES ON/OFF
To turn on Shield:
Tap and hold the Touchpad for about 3.5 seconds to turn on Shield.

To turn off Shield:
Tap and hold the Touchpad for about 6 seconds to turn off Shield.

NOTE:
1) When the 2 earbuds enter in-sync mode, turning off one eabud will cause the other to switch off 
automatically along with the voice prompt ‘Power Off’.
2) If one of the earbud turns off when running out of power, the another earbud will not be turned off 
automatically.
3) The right channel couldn’t work if main earbud (left channel) was turned off by running out of power. 
However, the main earbud (left channel) can still work alone if the battery has run down of right channel.

LED Indicator of Battery Capacity 
(During charging the Earbuds & Being Charged)

Battery Capacity LED 1 LED 2 LED 3 LED 4

0-25% Flashing Off Off Off

On Flashing Off Off

On On Flashing Off

On On On Flashing

On On On On

25%-50%

50%-75%

75%-99%

99%-100%

   SAFETY INFORMATION!
1. If you have a cardiac pacemaker or other electronic medical equipment, you should consult your 
physician before using this product. 
2. This product contains small parts that may be hazardous to children. Keep out of the reach of children. 
The bags themselves or the many small parts they contain may cause choking if ingested.
3. Never attempt to disassemble the product yourself, or push other objects into this product, as this may 
cause short circuit,which led to the fire or get an electric shock.
4. None of the components can be replaced or repaired by users. Only authorized dealer or service 
center may open the product.
5. If any parts of your product require replacement for any reason, including normal wear and tear or 
breakage, please contact your dealer.
6. If the product overheats, has been dropped or damaged or has been dropped in a liquid, discontinue 
to use.

  REMEMBER:
Drive safely, to ensure safe driving, avoid distractions and follow local laws.  

(1)ON/OFF for charging  
(2)Earbuds Charging Slot  
(3)Input for Charging the Charging Case
(4)LED Indicator of Battery Capacity
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取扱説明書
Jabees ShieldはTWS(True Wireless Stereo）技術に基づいたスポーツ用　V4.1 Bluetooth  
ステレオイヤホンとなり、音声通知以外にも様々な機能が付与されております。

Shieldの概要

(1)マルチファンクションボタン 
(2)LEDライト 
(3)離脱式イヤーフック

(4) マイク 
(5) 充電用ピン

はじめに
この度は、Jabees Shield完全ワイヤレスイヤホンをご購入して頂き、有難う御座います。スマホ等の
機器と接続するブルートゥース機能のご理解を深め、正確な方法にてご使用していただく為、こちらの 
取扱説明書をお読み下さい。

S h i e l d 本 体 に 充 電 用 ピ ン が あ り 、 付 属 の 収 納 ケ ース に て 充 電 を 行 い ま す。　　　　　　　　　　　　　
1. Shield本体を収納ケース内の充電スロットに収納して下さい。 
2.収納ケースの充電ON/OFFボタンを押して下さい。
3. 収納ケース側LEDライトが緑になり、イヤホン側LEDライト
が赤色になると充電開始となります。                  
４. イヤホンが満充電になると、収納ケース側の 
緑色LEDは消灯され、イヤホン側LEDは緑色に 
変わります。

本体の充電　　　　　　　　　　　　　

電池残量が少ない場合　　　　　　　　　　　　　
電池残量が少なくなると、”Battery Low”　　 
と音声にて伝えますので、充電を開始 
して下さい。

重要事項　　　　　　　　　　　　　
・はじめてご利用される前には、必ずイヤホンは 
満充電にして下さい。 
・12か月以上未使用が続いた場合は、必ず 
最初に満充電を行って下さい。 
・充電には、必ず付属の充電器をご使用してください。 

（１）充電オン/オフ 
（２）イヤホン設置スロット 
（３）収納ケースの電源入力 
（４）バッテリー残量LEDインディケーター

収納ケースの充電　　　　　　　　　　　　　
収納ケースは、450mAhの電池が内蔵されて、両方のイヤホンを約３回分充電できます。４つのLED 
インディケーターは電池残量を示しております。電池残量がなくなりましたら、充電を行って下さい。 
1. USB充電ケーブルを収納ケースの充電用端子に接続し、その後にもう片方をUSB充電器やPC等の 
USBに接続して下さい。 
2. 満充電時には、４つのLEDが緑色に点灯します。 
3. 収納ケースは約１-２時間で満充電となります。 

タッチパッド操作　　　　　　　　　　　　　
応答/終話/拒否/リダイヤル/転送 
再生/一時停止/言語変更/初期リセット/ペアリング　

Shieldの電源ON　タッチパッドに3.5秒程度触れ続けてください。 

Shieldの電源OFF　タッチパッドに６秒程度触れ続けてください。 
　　　　　

（１）両方のタッチパッドに６秒間触れて下さい。LEDが緑色に点灯すると、イヤホンの電源ONとな
り、自動的に接続されます。 
メイン（左）側のイヤホンの”赤＋緑”が点滅すると、スマートフォンとのペアリングモードとなります。

（１）スマートフォンのブルートゥースをONにして、ブルートース機器検索を行って下さい。 
”Shield”が表示されたら、こちらを選択しペアリングさせます。 
（２）スマートフォンにより”Passkey”もしくは”Pin-code”が必要となります。この場合は、 
”0000”（ゼロx４）にて確認を行って下さい。 
（３）メイン（左）側がスマホに接続されると、サブ（右）側も自動に接続状態に入ります。

メインである左側のみ、片耳イヤホンとして使用可能となります。 
1. スマホとのペアリング方法 
１）６秒間タッチパッドを触れ続けると緑色LEDが点灯し、ペアリング検索状態になります。　　　　　　 
２）スマホ等の接続先機器のブルートゥース設定画面からShieldを選択します。　PINコードが必要な 
場合は”0000(ゼロx４）”を入力して下さい。 
３）接続が成功すると、スマホ等の画面で”接続済み”と表示され、イヤホン側は緑色点滅に入ります。 

Sheildとスマートフォンの接続が成功すると、通話や受話機能が使用可能となります。スマートフォン 
の取扱説明書をご参照下さい。 
スマホ側操作によるダイアル 
通常通り、スマートフォンに電話番号を入れてダイアルして下さい。通話開始するとShieldにて 
音声やマイクを使用する事ができます。 
リダイアル 
タッチパッドを２回連続して触れる事で、最後に電話した番号にリダイアルされます。

Sheild使用中に電話呼出を受けると、呼出音が聞こえます。 
- 受話：タッチパッドの１回クリック 
- 終話：タッチパッドの１回クリック 
- 拒否：タッチパッドを３秒程長押し電話転送　　　　　　　　　　

日本正規販売：センスアビリティ株式会社 
www.jabees.com 
www.snsability.info

イヤホンの電源ON/OFF　　　　　　　　　　　　　

両耳による使用　　　　　　　　　　　　　
ステップ1.  両イヤホンを同調（In-Sync)させ、スマホとステレオ接続のペアリング準備をする。

ステップ２.  スマホもしくは他ブルートゥース機器と接続する。　

片耳のみの使用　　　　　　　　　　　　　

未接続状態が2分程度続くと、自動的にイヤホンの電源はOFFとなります。　　　　　　　　　　　 

通話モード　　　　　　　　　　

両耳で使用されている場合、通話は左側のイヤホンのみ使用可能となります。 
右側は音楽再生のみ使用可能となります。

通話モード　　　

電話転送　　　　　　　
通話時のダブルクリックは、スマホとイヤホンにおけるスピーカー切替機能となります。 
但し、この機能はスマホの機種によって異なる場合があります。

音量調整　　　　　　　　　　電話転送　　　　　　　　　　

電話転送　　　　　　　　　　

電話転送 

Sheildは、超小型化および軽量化を目的にしており、最低限の機能に絞り込んでおります。そのた
め、音量操作キーをイヤホンから省いている為、スマホ等の接続先機器から調整して下さい。 
　　　　　　　　　　

転送　　　　　　　　　　

キャッチホン
通話中にキャッチホンが入った場合、２秒間長押しにて切り替わります。　１回のクリックにて、元
の通話に戻ります。　　　　　　　　　　
音楽の再生/停止

音楽の再生/停止を切替る場合は、タッチパッドを１回クリックしてください。 

注意 
Shieldは、１つのマルチパッドキーのみで様々な操作や設定を行うため、次曲/全曲/早送り/巻き戻し 
といった機能は省かれております。　スマホ等の接続先機器にて操作を行ってください。 

　　　　　　　　　

言語変更
Shieldは世界的に使用頻度の高い英語と中国語の切替のみ可能となり、日本語による音声通知は 
現時点ではサポートしておりません。　イヤホンの電源オン後に、何も接続されていない状態でダブ
ルクリックを行うことで、言語変更が可能となります。 
　　　　　　　　　

PCへの接続
Bluetoothが搭載されているPCへの接続は可能となります。 
　　　　　　　　　

初期設定
ご購入時の初期設定（工場設定）に戻す場合は、両方のイヤホンの電源をOFFにし、片方ずつ別々に
１０秒程度の長押しをお願いします。”赤＋緑”のLEDライトが二回点滅すると、初期設定の完了となり
ます。　　　　　

保証期間
JabeesはFreeTek International Co., Ltd.の商標となります。　Jabeesは、自然故障に対して、ご
購入後から12か月の保証を行っております。なお、ユーザー故障の場合は保証適用外となりますの
で、ご注意下さい。保証内容につきましては、梱包されている保証カードをお読みください。 

ご使用前 
1. イヤホン着用前には、音楽再生機器側の音量を下げてください。 
2. イヤホン着用後に、適切な音量にご調整ください。 
ご使用後 
1. 音量はできるだけ下げてご使用ください。 
2. 不必要に音量を上げる必要がない場合は、適切な音量に少しづつご調整ください。 
3. 耳に対して不快感や耳鳴りが発生した場合は、直ちに使用を停止してください。大音量にて長時
間イヤホンを使用すると、聴覚などに障害が発生する可能性がありますので、ご注意ください。 

安全にご使用する為に
1. ペースメーカー等の医療電気機器をご使用されている方は、必ず製品使用前に医師にご相談くだ
さい。 

2. 当製品には誤飲されると人体に悪影響を与えるバッテリーなどが含まれております。小さなお子
様やペット等が届かない場所にて保管して下さい。 

3. ご利用者による分解や修理は絶対に行わないで下さい。電気ショック等の危険性があります。 
4. 全ての部品は交換不可となっております。 
5. もし、何らかの事情で交換用部品が必要になった場合は、販売代理店へお問合せ下さい。 
6. オーバーヒート、落下、破損、水没などが発生した場合は、直ちに製品の使用を中止してくださ
い 

ケースのLED表示早見表 
（イヤホンが収納ケースにて充電している状態）

（１）両イヤホンが接続状態の場合、一方をオフにすることで、”Power Off”の音声表示と共にもう 
片方も自動オフとなります。 
（２）もし、一方のイヤホンがバッテリー切れによるオフになった場合、もう片方は自動OFFに 
なりません。 
（３）メイン（左）側がバッテリー切れによりOFFになった場合、サブ（右）側は作動しません。 
しかし、サブ（右）がバッテリー切れでOFFになっても、メイン（左）側のみ作動は可能となります。

補足
着用における運転は、踏切やサイレンの音などが聞こえるように、ボリュームを低くして下さい。 
警視庁のガイドラインにより、警察官は音のボリュームを確かめるため、車両を止める場合がありま
す。道路交通規則は各都道府県により条文が異なるため、ご使用時にはご使用される管轄の道路交通
規則に従って下さい。着用における運転は、踏切やサイレンの音などが聞こえるように、ボリューム
を低くして下さい。 

日本技術適合番号：208-170129 
技術番号保有者：センスアビリティ株式会社 
注意：　センスアビリティ株式会社以外から購入されたJabees Sheildは本番号の適用外となりま
す。 
日本語ユーザーマニュアルは、センスアビリティ株式会社とFreetek International Co. Ltdの 
合意の上で作成されております。センスアビリティ以外のマニュアル使用は固く禁じます。


