
通話ボタン

青色 LED

2 秒長押し

通話ボタン

青色 LED

5 秒長押し

素早く点滅

MEMOQ

製品仕様名称
製品規格

本体付属品

本体 イヤホン 充電 /データ通信ケーブル

イヤーチップ（小）

イヤーチップ（大）取り扱い説明書 /保証書

① モードスイッチ
② LED
③ マイク
④ 固定マグネット(L)
⑤ 固定マグネット(R)

⑥ (－)ボタン
   [ボリューム小] [前ファイルに移動]
⑦ 再生/ストップボタン
⑧ (＋)ボタン
   [ボリューム大] [次ファイルへ移動]
⑨ 充電ポート/イヤホン端子(L)

⑩ イヤホン端子(R)
⑪ 通話ボタン
   [電源] [通話開始] [通話終了]

背面

イヤホンの取り付け方法

イヤホン裏面を固定マグ
ネットに固定します。

充電する

※市販のUSBアダプターでも充電できます。
※アダプター仕様：出力 5V / 0.5～1Aをご利用ください。

使用前にパソコンのUSBまたは市販のUSB ACアダプタを使用して充電して
ください。
充電中は LEDが「点滅」し、充電が完了すると緑色の LEDが「点灯」します。
満充電までは約 1.5 時間ほどかかります。

電池残量不足

※ 充電中はBluetooth接続が解除されます。

電池残量確認
モードスイッチが「PLAY」「REC.」のとき、(－) ボタンか (＋) ボタンを
長押しすると、次のように表示されます。

※ 電源がONの状態のとき、電池残量が確認できます。
※ Bluetoothモード（B.T）では確認できません。

電池残量が不足すると、1分間隔でバイブとアラームが数回繰り返され、
電源が切れます。
録音中の場合は、自動的に保存され電源が切れます。

電池残量
普通（30 ～ 100％）
不足（30％以下）

表示方法
緑色 LEDが 5 回点滅
赤色 LEDが 5 回点滅

録音ファイルをパソコンに保存する

LEDステータス表示

時間/録音モードの設定

NeckRec をパソコンと接続すると、パソコンには「リムーバブルディスク
（MEMOQ）」として認識されます。録音ファイルはMP3形式で「VOICE」フォ
ルダの中に保存されています。
録音ファイルのコピー、移動、削除は一般的なパソコンの操作でおこない
ます。

LEDは NeckRec のさまざまな状態を表します。

一般的な動作のとき

充電中

(1) パソコンにUSB接続した後、「Time Setup」プログラムを実行します。
(2) 「date_time.cfg Creator」ウィンドウの中にある「Start」ボタンをクリッ
クすると、本製品内に「date_time.cfg」ファイルが作成されます。

(3) 製品をパソコンから取り外すと、時刻設定が完了します。

※ NeckRecをパソコンから取り外す際は、必ず「ハードウェアの安全な取り外し」を
実行してください。使用中のパソコンから強制的に取り外すと致命的なエラーが
発生する恐れがあります。

※ パソコンに設定されている日時が設定されます。
※ バッテリーが放電されると、設定した日時が初期化されます。
　 （充電後、再設定してください。）
※ 録音音質（Mode)の設定
　 Mode（Record Quality）で「XHQ（最高） / HQ（高）」を選択し、「Start」ボタンをクリック
すると、設定が完了します。

充電 /データ通信ケーブル

⑨ 充電ポート/イヤホン端子(L)

対応OS
Windows（10 ～ 11）をサポートしています。
MacOS には対応していません。

※ スマートフォンとの距離が一定以上離れると、Bluetooth接続が解除され、青色LEDが
一回ずつ点滅します。

電源をオフにすると、スマホとの接続が解除されます。
電源を入れると、再接続されます。

電源をオフにする

電源を入れる

「通話ボタン」を約 2秒ほど長押しします。
ビープ音が鳴り、バイブと青色 LEDが点滅し、電源が入ります。

「通話ボタン」を約 2秒ほど長押しします。
ビープ音が鳴り、バイブとともに LEDが消灯し、電源がオフになります。

スマートフォンとペアリングする

接続を解除する

※ 長押しするとビープ音が鳴り青
ランプが点滅しますが、手を離
さずに押し続けます。

※ ペアリングされると、青色LEDが一定間
隔で2回点滅します。

※ ペアリング以降、NeckRecを介しての通
話や通話録音が可能になります。

NeckRec を Bluetooth モード
（B.T) にします。

 NeckRecは電源のオフの状態で、
通話ボタンを約５秒間長押しして
ください。

青色 LEDが早く点滅しペアリング
モードになります。

スマートフォンで Bluetooth 機能
を有効にし、スマートフォンで新
しいデバイスを検出できるように
設定します。
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スマートフォンの「Bluetooth
設定」にて、表示された利用
可能なデバイスのリストの中で
「BR-25」を選択します。

NeckRec から接続解除する

スマートフォンの Bluetooth 設定から接続を解除します。
再接続するには、Bluetooth 設定から接続する必要があります。

スマートフォンから接続解除する

通話録音ヘッドセット

Neck Rec

B級機器「家庭用通信機器」
この機器は家庭用（B級）電磁波適法機器
として家庭で使用するのを目的として全て
の地域で使用できます 製品の破棄は、地方自治体の条例

及び規則にしたがってください。

LEDの状態 一般的な動作の状態

LEDの状態 充電中の状態

青色 LED ２回ずつ 点滅

青色 LED １回ずつ 点滅

青色 LED 早く 点滅

赤色 LED 点灯

赤色 LED 点滅

青色 LED 点灯

緑色 LED 点灯

スマートフォンと接続している状態

スマートフォンと切断された状態

ペアリング登録待機

録音中、通話録音中

バッテリー不足

緑色 LED 点滅 バッテリーふつう

緑色 LED 点灯 バッテリー完了

スマートフォン内の音楽再生中

録音ファイル再生中

※ ご使用の前には必ずこの説明書をお読みになってからご利用ください。
※ 使用説明書の図は、実物と異なる場合があり、内容はパフォーマンス向
上のため、ユーザーに通知することなく一部変更になることがあります。

※ 本製品は、スマートフォンとBluetooth接続して使用することができます。

録音音質
録音時間
録音件数
内蔵メモリ
サイズ
重量
入力電源
充電時間
電池持ち時間

Bluetooth使用距離
Bluetooth規格
使用環境

64Kbps、22.05KHz MP3 
XHQ：約144時間／HQ：288時間
9,999件 
8GB
13.5(W) x 18.0(D) x 3.8(H)cm　※イヤホン除く
約44.5g　※イヤホン除く
定格 DC5V、0.5A
約1.5時間 
[通話録音]約10時間 [通話待機]約480時間 
[連続再生]約15時間
約10m（障害物なし状態の場合） 
Bluetooth Ver4.0 + EDR (PF: HFP/HSP/A2DP/AVRCP)
温度0～40℃、湿度5～85%（非凍結）  

① モードスイッチ



モードスイッチの説明 Bluetoothモード（B.T）

ボイスレコーダーモード（REC.） 再生モード（PLAY）

スマートフォン（モバイル機器）とNeckRec を Bluetooth 接続し、スマート
フォン内の音楽再生を制御できるモードです。
ペアリングされたスマートフォンの通話・拒否・切断、スマートフォン内の
音楽再生、音量調整などの機能が使用できます。

Bluetoothモード（B.T）

録音されたファイルを再生 /停止したり、音量調整などの機能が使用できま
す。
モードスイッチをPlay に移動すると、最新の録音ファイルが再生されます。
録音ファイル再生中であっても、着信があった場合、通話・通話録音が可能
です。

録音ファイル再生モード（Play）

モードスイッチをREC. に移動すると、周囲の音を録音します。
録音中であっても、着信があった場合、通話・通話録音が可能です。

モードに関係なく、通話録音が優先されます。
通話が終了すると、選択していたモードの機能に戻ります。

ボイスレコーダーモード（REC.）

Bluetoothモード
通話録音 ボイスレコーダー 音楽再生 ファイル再生

(B.T) O

O

O O

O

O

X

X X

X X

X

(Play)

(REC.)

再生モード

ボイスレコーダーモード

電話として使用する スマートフォン内の音楽ファイルを再生する

(1) 電話が来ると、バイブと青色LEDが3回点滅し、イヤホンから着信音が
聴こえます。

(2) 通話ボタンを短く１回押して電話にでます。（通話録音が始まります。）

● 電話に出る

● 電話を切る
通話を終了するには通話ボタンを短く押して下さい。

● 通話を拒否する
着信中に、通話ボタンを短く２回押します。

● 電話をかける

● 通話中のボリュームを調節する

本製品は発信機能がありません。
スマートフォンで電話をかけて、BR-25を選択して通話します。

ボイスレコーダーとして使用する

● 録音を終了する

● 電源が入った別のモード状態で録音を開始する

● 電源を切った状態で録音を始める

※ 録音ファイルは 1番から順番に生成され、ファイル名が BT（通話録音）と
REC（ボイスレコーダー録音）に分けられます。

※ 録音されたファイルは、R-00001 から順次保存され、後ろに日時が入り保存
されます。--->  R-00001_22( 年 )/01( 月 )/01(日 )/13( 時 )/00( 分 )_REC.MP3

※ ファイ名 例

※ 録音ファイルは 9,999 個まで作成されます。

通話録音 ： R-00001_2201011300_BT .MP3
一般録音 ： R-00001_2201011300_REC.MP3

モードスイッチを別のモードに移動するか電源を切ると、録音が終了します。

電源が入っている状態（LEDが点灯している状態）でモードスイッチをボイ
スレコーダーモード（REC.）にすると赤色LEDが点灯し、録音が始まります。

モードスイッチをボイスレコーダーモード（REC.）にした後、通話ボタンを
2秒以上長押しして電源を入れると、赤色LEDが点灯し、録音が始まります。

● 録音ファイルの再生中に音量を調整する

● 録音ファイルを一時停止する

● 録音ファイルの再生中に次のファイルを再生する

● 録音ファイルの再生中に前のファイルを再生する

● 録音ファイルを再生する 
通話ボタンを短く押すと録音ファイルが再生されます。

モードスイッチを再生モード（PLAY）に移動すると、最近の録音が再生
されます。

通話ボタンを短く押すと録音ファイルが一時停止されます。

● 音楽を再生する

● 一時停止する
再生中、通話ボタンを短く押すと一時停止します。

通話ボタンを短く押すと音楽が再生されます。

● 次の曲へ移動する
（＋）ボタンを短く押すと、次の音楽ファイルに移動します。

● 前の曲へ移動する
(－)を短く押すと、前の音楽ファイルに移動します。

(＋)ボタンを長押しすると、音が大きくなります。
(－)ボタンを長押しすると、音が小さくなります。

（＋）ボタンを短く押すと、次の録音ファイルに移動します。

(－)を短く押すと、前の録音ファイルに移動します。

(＋)ボタンを長押しすると、音が大きくなります。
(－)ボタンを長押しすると、音が小さくなります。

(＋)ボタンを長押しすると、音が大きくなります。
(－)ボタンを長押しすると、音が小さくなります。

● 音楽再生中のボリュームを調節する

※ 通話音量調整は、Bluetooth モードのみで機能します。
※ スマートフォンのデフォルトの電話アプリではない別のアプリの通話機能を
利用するときは、通話録音機能が正常に動作しないことがあります。

※ 着信量の音量は、通話中の音量と同じです。
※ 音量を最大にしても音が聞こえないときは、スマートフォンの音量を確認し
てください。

※ スマートフォンのデフォルトの音楽再生アプリではない別のアプリでは、
正常に動作しないことがあります。

※ 使用するデバイス（スマートフォン、タブレット、パソコンなど）により、
キー入力サポートが正常に動作しないことあります。

※ スマートフォンとの距離が一定以上離れると、Bluetooth接続が解除され、
青色LEDが一回ずつ点滅します。

※ 使用可能な距離に近づくと、自動的に Bluetooth 接続されます。

録音ファイルを再生する

メモリ容量がいっぱい、
録音ファイルが9,999個のファイルを超えたとき
※ 容量がいっぱいになると録音ができません。
※ メモリ容量がいっぱいになったり、録音ファイルが 9,999 個になると、
赤い LEDがすばやく点滅し、録音が終了します。

保証規定

製品名　　　NeckRec（ネックレック）
保証期間　　ご購入日より１年間
上記の製品は、当社の厳密な検査に合格したもので、その品質の優良であることを保証します。
万一自然故障の場合は、保証修理をいたします。
ご購入日・ご購入店舗がわかるレシート、納品書等を保管しておいてください。

ユーザーサポートセンター

LINE ID：@ajax

https://www.ajaxjp.com

LINEによるお問い合わせ

ホームページによる情報の提供について

support@ajaxjp.comメールによるお問い合わせ

右記のQRコードを読み取り、"AJAX"を友だち
追加し、LINEのトーク画面からお問合せください。

※ご利用には、事前にLINEアプリの
　ダウンロードが必要です。

製品のQ&A、各種サポート情報、機能・操作や修理の問い合わせなどの情報を
ホームページで提供しております。

■保証内容 
1. 弊社が定める保証期間（本製品ご購入日から起算されます。）内に、適切な使用環境で発生した
本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。

■無償保証範囲 
2. 以下の場合には、保証対象外となります。

■修理 
3. 修理のご依頼は、本保証書を本製品に添えて、弊社サポート窓口にご相談ください。
4. 弊社サポート窓口へご送付いただく場合の送料はお客様のご負担となります。また、ご送付いた
だく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認できる手段（宅配や簡易書留など）をご利
用ください。尚、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。

5. 同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品
と交換させていただく場合があります。

6. 有償、無償にかかわらず修理により交換された旧部品または旧製品等は返却いたしかねます。
7. 記憶メディア・ストレージ製品において、修理センターにて製品交換を実施した際にはデータの
保全は行わず、全て初期化いたします。記憶メディア・ストレージ製品を修理に出す前には、お
客様ご自身でデータのバックアップを取っていただきますようお願い致します。

■免責事項 
8. 本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行およ
び不法行為等の損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。

9. 本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ
損害の補償等につきましては、弊社は一切責任を負いかねます。

（1）保証書および故障した本製品をご提出いただけない場合。
（2）保証書に販売店ならびに購入年月日の記載がない場合、またはご購入日が確認できる証明書

（レシート・納品書など）をご提示いただけない場合。
（3）保証書に偽造・改変などが認められた場合。
（4）弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により

故障した場合。
（5）弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
（6）通常一般家庭内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場

合。
（7）本製品を購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下等により故障した場合。
（8）地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障

した場合。
（9）本体以外の付属品（イヤホン、ケーブル、リモコンなど）は保証対象外です。

■有効範囲 
10. この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
11. 本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

（10）その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

品質保証書

MEMO
・本書の著者権は、株式会社AJAXが保有しています。
・本書の内容の一部または全部を無断で複製/転載することを禁止させていただきます。
・本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
・本製品を使用したことによる他の機器の故障や不具合等につきましては、責任をおい
　かねますのでご了承ください。
・記載されている会社名、製品名などは、一般に各社の商標または登録商標です。

取扱について

安全上のご注意

お手入れのしかた

禁止

お願い

●本製品が発熱している、煙が出ている、異臭がしているなどの異常があるときや、本製品に水
や金属破片などの異物が入ったときは、すぐに使用を中止してください。
●本製品を落としたり、ぶつけたりしないでください。万が一、本製品が破損した場合はすぐに
使用を中止してください。破損したまま使用すると、火災や感電の原因になります。

●本製品の分解や改造、修理などをご自分でしないでください。火災や感電、故障の原因になり
ます。故障時の保証の対象外となります。
●本製品を火中に投入しないで下さい。破裂により火災やけがの原因になります。
●コネクタはぬれた手で抜き差ししないで下さい。また、加工したり、無理に曲げたりしないでく
ださい。火災や感電の原因になります。

●本製品を次のようなところには置かないで下さい。
　日の当たる自動車内・直射日光のあたるところ・暖房器具の周辺など高温になるところ・多湿な
ところ・結露をおこすところ・平坦でないところ・振動が発生するところ・マグネット近くの磁場
が発生するところ・ほこりの多いところ
●本製品は防水構造ではありません。水などの液体がかからないところで使用または保存してくだ
さい。雨、水しぶき、ジュース、コーヒー、蒸気、汗なども故障の原因となります。

本製品が汚れたときは、乾いたやわらかい布で吹いてください。　
ベンジン、シンナー、アルコールなどの揮発性の液体を使用すると、変質や変色を起こす恐れ
があります。

●本使用説明書は、使用者の安全と財産上の損害を防止するための内容です。使用前によく読
んで、正しくお使いください。
●本商品の使用で発生した損害および第三者からの賠償請求に対しては、当社では一切責任を
負いません。
●故障や修理、その他の理由による録音内容の損失については、当社では一切責任を負いませ
ん。
●コンピュータウィルスによる製品メモリの異常、録音内容の損失は、当社では一切責任を負い
ません。
●不法な使用はお止めください。

警告


